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平成28（2016）年

知事年頭所感

大阪府知事

新年あけましておめでとうございます。
大阪府知事として二期目の府政を担当させ
ていただくことになりました。府民の皆様の、
改革を継続し一層の成果をあげてほしいとい
う期待と、大阪をもっと豊かにしてほしいと
いう切実な想いを受け止め、その重責を痛切
に感じております。有言実行を肝に銘じて、
府政の推進に取り組んでまいります。
二期目のスタートにあたり、東西二極の一
極を担う大阪の実現をめざし、
“副首都・大阪”
の確立を具体的なミッションとして掲げまし
た。大阪市はもとより府内市町村や経済界と
も力をあわせて、今後の４年間でその土台を
築いてまいりたいと考えています。
日本は今、東京への極端な一極集中が進ん
でいます。首都圏での大規模災害などの危機
に備え、平時から、経済中枢機能などを分散
することで、災害に強い国土構造に転換する
という発想が必要です。大阪は、西日本随一
の都市であり、国の機関や企業等の中枢機能
を担う、第二の拠点にふさわしい大きなポテ
ンシャルがあります。平時にも非常時にも日
本の未来を支え、けん引する“副首都・大阪”
の確立は、国家的な要請であると言って過言
ではありません。
そのため、副首都にふさわしい統治機構の
あり方についての議論を進めます。新たな大
都市制度の設計図の再検討に向け、大阪市と
しっかりと手を携え、まずは、住民の皆様の
意見を十分に伺ってまいります。並行して、
二重行政の解消に向けた具体的な取組みを進
め、今からできることは速やかに実現させて
いきたいと思います。
府政運営については、直面する府政の課題
に対して、引き続き、「変革と挑戦」を基本
姿勢として取り組みます。スピード感を持
ち、府民や民間の目線での施策立案に努めな
がら、
「成長と安全・安心のよき循環」によ
る豊かな大阪の実現を確たるものとします。
具体的には、大阪発の新たなビジネス、イ
ノベーションを創出するため、国家戦略特区
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松井

一郎

などを活用し、施策を展開いたします。大阪
の経済成長を支え、産業育成の核となる機能
の充実を図るため、府市の研究所統合による
「スーパー公設試」、大学の統合、港湾管理の
一元化といった統合案件は、早期に実現した
いと考えています。また、交通・物流機能を
強化する交通インフラの整備や、うめきた二
期など、まちづくり・都市基盤整備を進めて
まいります。
また、観光インバウンドの拡大は今が絶好
のチャンスです。この機を逃さず、「国際エ
ンターテインメント都市“OSAKA”」の実
現をめざし取り組んでまいります。「大阪の
観光戦略」の来阪外国人旅行者数の目標 650
万人を、進捗状況を踏まえて上方修正するな
ど、さらに高い目標を掲げて施策を推進しま
す。
一方、人口減少、超高齢社会を迎える中、
府民や民間の目線も加え、府民福祉向上のた
めの最適な手法を見出し、府民の皆様に豊か
な大阪の実感をお届けしたいと思います。
特に、女性や若者が活躍するための環境整
備として、雇用促進や、子育て支援などを実
施し、一人ひとりの就職・結婚・出産・子育
ての希望を実現する取組みを推進します。
また、府民の皆様の暮らしの安全・安心を
守る施策もさらに進めてまいります。市町村
と連携しながら、健康寿命の延伸、高齢者や
障がい者などすべての人々が活躍できるまち
づくりなど、福祉・医療の充実を図るととも
に、南海トラフ巨大地震への備えや豪雨対策
など、防災・減災の取組みの強化、治安のさ
らなる向上にも取り組みます。
目の前にある課題は、次の時代に先送りせ
ず、今、解決の道筋を作ることが、私の使命
であると考えています。今後とも、府庁組織
のパフォーマンスをさらに向上させながら、
施策を力強く推進してまいりますので、皆さ
まの一層のご理解とご協力をお願いいたしま
すとともに、本年が皆様にとって実りある素
晴らしい年となりますようお祈りします。
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新年のごあいさつ

大阪市長

吉村

洋文

あけましておめでとうございます。

も、議会との対話を重視して粘り強く合意形

皆様におかれましては、健やかに新年を迎

成を図り、議論を前に進めていきたいと考え

えられたことと、心からお喜び申しあげます。

ております。

このたび、第 20 代大阪市長に就任させて

また、「副首都」にふさわしい大阪、二重

いただき、市民の皆様から寄せられた期待の

行政の解消と住民自治の拡充を実現するため

大きさ、責任の重さをあらためて実感してい

にも、市民の皆様からのご意見を積極的にお

ます。

聞きし、新たな大都市制度の構築に挑戦して

市民の皆様の期待に応えられるよう、府市

まいりたいと考えております。

一体の経済成長戦略を進めるとともに、現役

これからの４年間、皆様との対話を重視し

世代への重点投資に取り組み、大阪にさらな

て、市政運営に全力で取り組んでまいります

る活力を取り戻し、豊かな大阪の実現に努め

ので、ご理解・ご協力をぜひよろしくお願い

てまいります。

いたします。

教育・医療・福祉など市民サービスの向上
を図るためにも、橋下改革を継続しながら修
正すべき点は修正し、市政改革をしっかりと
推進してまいります。市営交通の民営化や水
道の経営形態変更、研究所・大学の統合など
今まで議論が進まなかった部分につきまして
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年頭所感

近畿経済産業局長

平成28年の新春を迎え、謹んで新年のお慶
びを申し上げます。

関

総一郎

おいて、外国人の生の声を丁寧に拾い上げ、
地域全体で魅力を高め、グローバルな交流の

昨年の我が国経済は、緩やかな回復基調が

先導地域にする取組を推進してまいります。

続きました。景気回復の効果が今なお地域や

第二に、地域産業を牽引する地域中核企

企業規模によってまだら模様となっていると

業の創出支援です。「関西再生医療産業コン

いう課題がありますが、中小企業施策の充実、

ソーシアム（略称：KRIC）」などを通じた医

地方創生への取組の強化などを通じて、長年

療分野でのニーズと技術シーズのマッチン

の構造的低迷からの脱却を今回こそ確かなも

グ、「CNF（セルロースナノファイバー）研

のとするよう、当省としても全力を挙げてま

究会」における新素材を実用化に結び付ける

いります。

プロジェクト、「関西スマートエネルギーイ

ここ関西には優れた技術を誇る企業の集積

ニシアティブ」によるスマートエネルギー実

と多くの研究機関が存在し、歴史や文化、自

装とイノベーション創出など、明日の関西を

然に育まれた地域資源にも恵まれています。

牽引する多様な成長分野において企業間ネッ

新たな成長のチャンスをつかむための企業間

トワークを構築し、地域に雇用と収益と技術

連携を構築する意欲的な取組が数多く見ら

をもたらす地域中核企業の育成に取り組みま

れ、訪日観光客による関西経済への好影響も

す。

生じています。近畿経済産業局としまして

第三に、一億総活躍社会・地方創生の実現

は、関西のポテンシャルと魅力を最大限に発

に向けた取組です。
「女性起業家応援プロジェ

揮し、関西経済の飛躍のために、以下の取組

クト」を通じて、ビジネスの場での女性の活

を行います。

躍の場を広げてまいります。また、ふるさと・

第一に、海外市場の獲得です。昨年はTPP

地域再興に頑張る自治体を応援するために設

の大筋合意という、企業のグローバル展開を

置した「関西自治体地方創生ネットワーク」

後押しする大きな一歩が踏み出されました。

を活用し、それぞれの市町村の産業興し、雇

こうした環境を活かし、関西から世界へ飛躍

用創出への課題をきめ細かく伺いながら、施

する企業戦略を応援するため、産業支援機関

策アイデア、周辺地域との連携、好事例の紹

と連携した情報提供、投資・貿易環境の改善

介などの面で、「顔の見える」お手伝いを加

や産業間交流への二国間協力、農商工連携に

速させてまいります。

よる海外市場開拓など海外展開支援策を強化
してまいります。
また、関西では、観光、対内直接投資、留

本年はこれらの取組に全力をあげ、魅力あ
ふれる関西、強い関西経済の実現を目指しま
す。

学生等、幅広い分野において、海外から多く

結びに、皆様の益々の御発展と御健勝を祈

の人・企業を呼び込むために、多様な組織が

念いたしまして、新年の御挨拶とさせていた

一体となった取組が求められています。経済

だきます。

団体、
産業支援機関、行政機関が参画する「は
なやかKANSAI魅力アップフォーラム」に
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新年のごあいさつ

一般社団法人中小企業診断協会

会長

福田

尚好

新年明けまして、おめでとうございます。

推進してまいります。皆様方の一層のご理解

新春を迎え、大阪府中小企業診断協会の皆

とご協力をお願いいたします。

様方に心からお慶び申し上げます。

なお、大阪府協会・士会においては、経営

大阪府中小企業診断協会の皆様方におかれ

改善計画の策定支援事業等に積極的に参画さ

ましては、日頃より中小企業診断士の知名度

れるなど、多面的な事業活動を展開されてお

の向上およびその社会的地位の向上のために

り、皆様方の活動分野が拡大していることを、

積極的な活動を展開していただき、誠にあり

大変喜ばしく思っております。中小企業診断

がとうございます。

協会としても、大阪をはじめとした各都道府

私ども中小企業診断協会は、昨年より、中
小企業診断士の役割及びその専門性等を広く

県協会の取り組みを、更により良い取り組み
につなげていくことを期待しております。

社会にアピールするため、新聞への掲載や成

さて、わが国を取り巻く経済状況は、雇用・

功事例の収集、発表などさまざまな活動を開

所得環境の改善が続き、企業収益は過去最高

始しました。

水準にあるとされるなど、回復基調を継続し

本年は、ブランディング戦略を一層推進し、

ているとされています。しかしながら、その

「見える化」していくため、我が国において

効果は、地域の中小企業・小規模企業者には

中小企業診断制度が発足した昭和23年11月４

必ずしも行き渡っておらず、経営環境は足踏

日にちなみ、この日を【診断士の日】として

み状態が続いているなど、課題を抱えている

定めるとともに、平成28年度以降、中小企業

状況にあります。

診断協会及び各都道府県協会では、この診断

まだまだ課題の多い経営環境にある中小企

士の日、又はその前後１週間に中小企業診断

業・小規模企業者に対する助言者としての

士のPRに関する活動を実施していくことを

我々中小企業診断士に対する期待は、今後ま

予定しております。

すます大きくなっていくとともに、その主体

また、新たな中小企業診断士バッジを製作
するとともに、その着用運動を展開してまい

的力量を問われることも必須と考えておりま
す。

ります。昨年12月には、多数のご応募作品の

このような変革期においてこそ、大阪府協

中からバッジデザインの最優秀作品を発表さ

会会員の皆様方にはより一層、自己の力量強

せていただきましたが、今後は新たに製作さ

化に取り組んでいただき、大阪府協会ひいて

れる中小企業診断士バッジをもとに、中小企

は中小企業診断協会の発展のために、主体的

業診断士の存在をクライアントである中小企

にご協力をいただけるようお願い申し上げま

業・小規模事業者をはじめ、支援機関や広く

す。

社会にアピールしていく所存です。

最後になりましたが、本年も大阪府協会会

中小企業診断協会としましては、これらの

員の皆様方のますますのご健勝とご多幸、ご

取り組みを機に、皆様方とともにさらにさま

活躍を祈念いたしまして、新年のごあいさつ

ざまなブランディング戦略の展開を積極的に

とさせていただきます。
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新年のごあいさつ
一般社団法人大阪府中小企業診断協会
一般社団法人大阪中小企業診断士会

新春を迎え、会員の皆様には良きお年をお
迎えのこととお慶び申し上げます。
昨年は、大阪府中小企業診断協会、大阪中
小企業診断士会の事業運営に対し、皆様方か
ら多大なご協力を賜り、ありがとうございま
した。
大阪府中小企業診断協会、大阪中小企業診
断士会の両理事長をお引き受けして、「脱皮
そして飛躍」をスローガンに掲げて以来、会
員の皆様方の温かいご支援・ご協力を強い味
方として、大阪府中小企業診断協会・大阪中

理事長
理事長

福田

尚好

このような本部としての取り組みも、各都
道府県協会の絶大なる支持がなければ、成果
を上げうるものでないことは言うまでもあり
ません。
大阪府診断協会会員の皆様には、全国の各
都道府県協会会員の先兵として、その模範に
なるような積極的な取り組みを期待いたしま
す。
また本年、大阪府中小企業診断協会は、
「創
立60周年」を迎えます。
この輝かしい年をむかえて、さらなる自己

小企業診断士会の発展に努めてまいりました。

研鑽に努め、各々の主体的力量の強化を図る

又、本部会長もお引き受けし、診断協会全体

ことによって、名実ともに「中小企業診断士」

の発展にも全力投入してまいりました。

の地位を確固たるものにしようではありませ

この間、私達中小企業診断協会・診断士を
取り巻く環境は大きく変化してまいりました。

んか。
大阪府中小企業診断協会・大阪中小企業診

認定支援機関制度の導入時には、私達中企

断士会は、会員皆様方のこのような積極的活

業診断協会・診断士にとっては、まさに逆風

動を側面から支援できるよう、さらなる組織

といっても過言ではない状況に置かれました。

力の強化と、支援活動の強化に最大限努力し

しかし、この制度が本格的に稼働し始めます

てまいります。

と、
「やはり診断士でなければだめだな」と

さて、日本経済の状況は、一部の大企業が

いう声が、行政、支援機関、金融機関等から

過去最高の高収益をあげるなど、回復の兆し

勃発し、私達診断士の社会的評価が急速に向

が見えつつあります。

上してまいりました。

しかし、中小企業に関する限り、その恩恵

このような声が充満することによって、こ

が浸透していないことも事実です。このよう

れまでの逆風も沈下し、逆に順風に転じてま

な中で、私達中小企業診断士に求められるも

いりました。

のは多大なものがあります。

このような環境変化を機に、本部としては

私達は、今こそ総力を結集して中小企業の

より一層の知名度の向上・社会的地位の向上

発展のために尽力し、その結果として中小企

を確固たるものにすべく、ブランディング戦

業診断士の「知名度の向上」と「社会的地位

略の一環として、新聞への広告の掲載を実施

の向上」を勝ち取りましょう

いたしました。さらに本年は新たな診断士

最後になりましたが、会員の皆様方のご健

バッジの作成と、その着用運動の全国的展開

勝とご多幸をお祈りいたしまして、年頭のご

を図るとともに、「中小企業診断士の日」を

挨拶とさせていただきます。

制定します。
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平成28年上期の協会活動スケジュール
協会の平成28年上期のスケジュールは下記

協会ホームページ、協会からのお知らせメー

の通りとなっております。ご予定に入れて頂

ルにてお伝えしていきますので、それらをご

き、是非ご参加ください。

確認ください。

なお日程未定のものにつきましては、随時、
１月
16 日

16 日

27 日

青年部１月例会
時間 10 時～ 12 時
場所 協会フリースペース
新年互礼会
時間 12 時 30 分～ 14 時 30 分
（受付 12 時 00 分〜）
場所 帝国ホテル大阪
スキルアップ研修
「商店街活性化支援の実態」
講師 辻 紳一氏

２月
24 日

スキルアップ研修
「知的財産は使ってナンボ！」
講師 後藤 昌彦氏
５日～３月 14 日
実務補習
３月
４日

18 日

19 日

経営経済講演会
講師 佐山 展生氏（インテグラ
ル株式会社 代表取締役）
場所 ヴィアーレ大阪
合同交流会
時間 18 時 30 分～ 19 時 45 分
場所 協会フリースペース
青年部３月例会
青年部８周年記念大会
場所 マイドームおおさか 
第６会議室
講師

診断士会報No213v8.indd 7

福田
横山

尚好氏
武史氏

23 日

26 日

４月
16 日

未定
５月
20 日

未定
未定

６月
未定

スキルアップ研修
「地方創生 地域や商店街活性化
への地道な取り組み」
講師 中辻 一浩氏
土曜セミナー
「チームコーティング」
新歓フェスタ
時間 未定
場所 マイドームおおさか
スキルアップ研修
定時総会
場所 ホテル阪急インターナショ
ナル
スキルアップ研修
平成 28 年度診断士交流会発足式
春季実務従事開催予定
スキルアップ研修

※スキルアップ研修、土曜セミナーの開催
場所は協会フリースペースの予定です。
※ここに記載の内容は平成 27 年 12 月末現
在のものです。今後、スケジュールの変
更や追加の可能性があります。最新情報
は、協会ホームページなどにてご確認を
お願いいたします。

2015/12/25 11:25
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公的支援機関系診断士の活動報告
公的診断士の活動と
かけて何ととく
（新春編）
会員

野路

謙

１．はじめに
私は、現在株式会社日本政策金融公庫（以
下「公庫」）という政府系金融機関に勤めて
いますが、公庫は、平成20年10月国民生活金
融公庫、中小企業金融公庫及び農林漁業金融
公庫等が統合し発足した機関です。
「基本理念」である『政策金融の的確な実施』
等の下、総合力を発揮し、お客さまサービス
の向上、セーフティネット機能の発揮、成長
戦略分野等への支援に取り組んでいます。
私の所属する国民生活事業は民間金融機関
を補完し創業融資等小規模事業者の皆さまを
資金、情報の両面でサポートしています。
以下私の転勤族、管理職としてのつたない
経験等を織り交ぜながら、中小企業診断士（以
下「診断士」）の活動について報告します。

３．診断士の ば ん そ う 活動
ば ・・・場所により異なる役割
公庫は、全国に152支店あり、私は、北は
秋田から南は福岡まで勤務し、現在の勤務地
が14か所目となります。現在の支店は、都市
型立地で、成長戦略分野である年間の創業融
資の件数は、全国有数の件数です。
一方、以前勤務した秋田の支店では、支店
規模も違いますが、現在の支店の件数に大き
く満たない件数であり、ここでは地域経済が
疲弊し、むしろ資金繰り緩和のためのセーフ
ティネット機能が強く求められていました。
つまり、支店が立地する地域の実情、小規
模事業者のニーズ等によりセーフティネット、
創業、ソーシャルビジネス、海外展開及び事
業再生等各分野への支援のうち公庫に求めら
れる役割の比重（従ってそこで働く診断士の
役割）が異なり柔軟な対応が必要となります。
ん・・・ん～と難しい課題にもチャレンジ

（１）例えば、高齢化が進み、疲弊した地方
のまさしくシャッター通りの商店街と、人
通りは多いが、吸引力が今一つの都市部の
２．公的支援機関所属診断士の活動とかけて
商店街を活性化するアドバイスを、それぞ
何ととく？
れ地元の商工会議所等から依頼された場合、
皆さまはどのようなアドバイスをします
「ブラスバンドのホルン」ととく。その心は、
4 4 4 4
か？
「どちらも『ばんそう』が大事です。」
 どちらも難しい課題（特に前者）ですが、
私は、学生時代、ホラ いや ホルンを吹
そのような場合でも商工会議所等の関係府
いていましたが、ホルンは、トランペットの
4 4
ように主旋律を吹くことは少なく、伴奏が主
で、縁の下の力持ちのような存在でした。
一方、公的支援機関の活動は、昨年６月に
4 4
成立した小規模企業振興基本法の伴走型支援
に代表されるように、中小企業の皆さまに寄
4 4
り添い、同じ目線で支援する伴走が重要です。
私は、その中でも、中小企業に対する知見
4 4
等が豊富な診断士が、伴走役の中核になり得
ると考えています。

団体とも同じ目線で協議し、商店街活性化
策を地道に模索していくことになります。
（２）金融庁から各金融機関は、中小企業に
対するコンサルティング機能を発揮するよ
う求められています。公庫もお客さまに対
する傾聴スキルを高め、お客さまの抱える
様々な経営課題等を抽出し、ピンポイント
で情報提供、アドバイスするよう努めてい
ます。
 大事なのは、中小企業の皆さまに寄り添
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ジの交付、褒める、役職員間相互のサンクス
カードの作成等非金銭的報酬の励行、支店の
応援歌（替え歌）の作成、行動観察、傾聴ス

財務分析、SWOT分析の実施、事業者サ

キル向上等の研修、モチベーション向上のた
めのワールド・カフェ等を実施しています。
なお、現在協会の顧客満足経営研究会、中

ポートマガジン、よろず支援拠点等経営に
役立つ情報提供や経営セミナー等を開催し

小企業人づくり研究会に所属していますが、
実務に活かせる内容も多く参考となります。

ています。
 この分野は、お客さまサービスの向上に
つながり、診断士の知識・スキルも十分活

う・・・うまく築こう地域のネットワーク

かせる分野であり、各機関共人材の育成が
急務となっています。公庫は、診断士の資
格取得を奨励しており、現在全体で400名
強おり、それぞれのポジションで頑張って
います。
（３）業況が今ひとつの企業や創業企業等に
対し融資可能性を追求しリスクテイク機能
を発揮することは政策金融機関の使命であ
り、重点的に取組んでいます。そのために
は、業界知識や審査知識・能力、コンサル
能力等を高めることや物的資産に乏しい中
小企業の貸借対照表に表れてこない企業価
値（企業の強み）を把握することが重要と
なります。
 具体的には、人材、技術、組織力、顧客
とのネットワーク、ブランド等の目に見え
ない資産（知的資産）である企業の競争力
の源泉を把握し、融資につなげるもの（事
業性評価融資）です。まさに金融機関の『目
利き力』が問われますが、３Ｃ分析等企業
の定性面分析を深堀する診断士の腕の見せ
所です。
そ ・・・組織の活性化に貢献

公庫が、基本理念等を達成していくために
は、組織の活性化を図る必要があります。
私は、特に会社のミッション等を共有のう
えチームビルディングと土台になるコミュニ
ケーションの円滑化が重要と考えており、診
断士の目線で様々な対策を実施してきました。
例えば、職員毎に期待等を書いたメッセー

診断士会報No213v8.indd 9

公庫は、経営方針に地域活性化への貢献を
掲げ、その達成には地域と強いネットワーク
を構築し双方向に活用することが不可欠です。
具体的には、地方公共団体との連携による
経営革新セミナー等の開催、地域プロジェク
ト、地方版総合戦略への参画、民間金融機関
との覚書の締結等による協調融資の推進、商
工会議所・商工会、税理士等との連携による
地域活性化に積極的に取組んでいますが、こ
れらには多くの診断士等が活躍しています。
個人的には、今まで、例えば商工会議所、
商工会連合会、産業振興財団、地方公共団体
等ネットワーク先の公的支援機関の依頼によ
り中小企業委員会、CSR経営推進委員会、街
づくり協議会、企業誘致委員会等様々な委員
を経験し、診断士の知見等を活かし積極的に
発言をしたりしたほか、最近の景況、経営等
をテーマに講演会の講師も務めました。
また、診断士ということで、地元紙へ、毎
月１回１年間、情報化、高齢化社会への対応
の経営課題等を書く機会もあり、少しは、公
庫の周知や地域貢献もしたと思っています。
４．おわりに
新年を迎え、今年も『笑顔とユーモア』を
忘れず、あわてて転んで絆創膏を貼ることの
ないよう、中小企業の皆さまと伴走し『地域
の笑顔を応援』できるよう頑張っていきたい。
略歴

一橋大学商学部卒業後、政府系金融機関に
勤務。平成２年中小企業診断士登録。
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公的支援機関系診断士の活動報告
経営課題の的確な診断
と、迅速かつベストな
解決方法を探る。
会員

田口

光春

家派遣）200件である。このうち面談対応の
40％、オンライン相談と専門家派遣のすべて
は登録専門家が対応しているが、残りは常勤
のコンサルタントが手分けして対応している。
ここで経営相談室の1日を紹介する。開設

私が業務に従事する大阪産業創造館は大阪

時間は平日9時から午後5時30分で、毎週金曜

市が行う中小企業支援をワンストップで提供

日は午後9時まで、毎月第一土曜日も相談に

する場所として、2001年に開館している。当

応じている。登録専門家は常駐していないの

館は以下のような中小企業経営の多面的支援

で、相談者からの事前予約により、日時を打

を約60名のスタッフで行っている。セミナー、

ち合わせたうえで当館での面談となる。この

講座やゼミによる経営・創業について学ぶ場

登録専門家による相談は一日平均7件程度行

の設定、創業準備の活動拠点「立志庵」の運

われている。常勤のコンサルタントによる面

営、展示会や交流会によるビジネスマッチン

談が10件、そのうち2件は事前予約なしの飛

グの場の提供、大企業OBによる技術マッチ

び込み相談である。その他電話による相談が

ングサービス、商品改良のため女性を中心と

8件ほどあるし、経営相談まで至らない電話

した消費者の声を聴くモニター会の開催、そ

も数多くかかってくる。

して私が担当している経営・創業の個別相談
などである。

常勤のコンサルタントにはこのような面談、
電話対応のほかに日々の役割がある。その一

私が室長という肩書の経営相談室は常勤の

つが登録専門家への相談申込と専門家の相談

コンサルタントとして中小企業診断士6名（私

報告のチェックである。登録専門家への相談

を含み、本会所属会員）、社会保険労務士1名

申込、日程調整は当館のWeb上で行う。そ

と銀行OB1名（3名が日替わりで）が常駐し

の相談が行政として支援すべきであるか、申

て相談に対応している。その他に中小企業の

込された専門家が妥当かなどを判断している。

あらゆる分野の経営課題に対応できるよう中

その結果、申込を断わったり、専門家の変更、

小企業診断士、公認会計士、税理士、弁護士、

オンライン相談から面談への変更などの手続

弁理士、社会保険労務士などの有資格者を中

きをとる場合がある。

心として約130名に専門家として登録いただ

次に報告書のチェックである。相談に対応

いている。この専門家と課題を抱える中小企

した専門家、常勤コンサルタントには報告書

業者の最も適切な出会いをセッティングする

の提出を求めている。それは事務局だけでな

ことと、大阪市が行う支援業務の円滑かつ適

く、相談者へも届けられ、専門家との相談内

正な運営が私の職責である。

容を振り返ることができるようにしている。

当経営相談室の活動状況は、経営・創業相

業務の品質と中小企業者の信頼を保つため、

談対応総件数が年間6,000件、その内訳は面談

その内容が相談者の立場に立った内容である

によるものが3,700件、Web上での相談対応

かを確認することが目的で実施している。因

（オンライン相談）400件、電話によるもの

みに相談者は当室での過去の相談履歴・内容

1700件、登録専門家による事業所訪問（専門

をWeb上ですべて振り返ることができる仕
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組みとしているところも、当室の大きな特徴

相談を担当する者として、幅広い分野の知識

でもある。

を取得している中小企業診断士が最も相応し

もう一つの重要な役割が当室以外の当館事

いといえる。いわゆる町の診療所、総合病院

業実施のサポートである。前掲した当館の他

の医療コンシェルジュのように、適切なる診

の中小企業支援事業の企画会議への参加、セ

断をし、自ら治療するか専門医に依頼するか

ミナーなどの講師の引き受けなどである。こ

を判断し、速やかに相談者の課題解決の道筋

れには当館全体の支援業務の充実に資すると

をつけることが役割と認識すべきである。す

いう意味合いだけでなく、ひいては当室業務

べてを自分で解決する必要はないし、すべき

の活性化につながるものである。現に常勤の

ではない。中小企業診断士もそれぞれに得意

コンサルタントへの相談の多くは他の事業と

の分野を持っている。それを活かすことはも

関連したものであることに表れている。

ちろんであるが、自分の領域でないと気が付

公的支援機関業務を行う上で、常に意識し

いたときには、その分野の専門家にお願いす

ておくことが民業との棲み分けである。民間

ることが相談者にとって最もよい選択である

でできることは民間にお願いする、民間でで

はず。町の診療所が総合病院の専門科を紹介

きない役割を担うのが公的支援機関であるこ

するように。そのため当室では130名の専門

とを常に意識しておくことが重要と考えてい

家に登録いただいているが、その方々の知識

る。そうした中で、当室で注力している事業

と経験をフルに活用することで、中小企業者

のひとつが常勤コンサルタントによる伴走型

の幅広い経営課題解決の最も適切な方法・手

コンサルである。経営課題が充分整理できて

段が選択できていると思料している。

いない事業者に対して、半年程度の時間をか

中小企業診断士の資格を取得して30年。前

けて経営課題を地道に解きほぐし解決する道

職も中小企業施策実施機関であったので、社

筋をつけることを支援する事業である。年間

会人人生のすべてが中小企業と関わっている。

10社程度を支援してきている。この結果、事

しかし、前職では中小企業診断士の資格を活

業が安定した段階に来たときには、民間によ

かす場面はなく、名刺に記載することもな

るサポートに引継ぎ、次なるステップに飛翔

かった。しかし、公的支援機関で業務を行う

していただくことが、公的機関の役割だと認

上で、この資格は最低必要なもので、相談者

識している。

に安心感を与えるものである。特に中小企業

公的機関に持ち込まれる支援要請は極めて

の複雑な課題解決の入口には、その本質を見

広範囲である。一見経営者・創業者個人の悩

抜く診断力を持った専門家が必要不可欠であ

みと思われるものから取引に絡むトラブル、

る。その意味で中小企業診断士がその任に最

個別具体的な経営課題まで、まさに百者百様

もふさわしいと考えている。

である。これらが持ち込まれた時に「できま
せん。わかりません」という回答は、行き詰っ
た相談者の最後にたどりついた頼みの綱であ
る支援機関としては発してはいけない言葉で
ある。
その意味からわれわれ公的支援機関で経営
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2007年：大阪市立大学大学院経営学研究科
前期博士課程修了

2015/12/24 15:47

（ 12 ）

診

断

士
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普段考えていること

ズを満たす商品を提供できるようになって、
初めて顧客を引きつけることができる。（中
略）しかしながら、独自で市場開拓を行うノ

会員

今井

彰

はじめに
私は中小機構近畿本部と四国本部にて販路
開拓支援に携わっている。一言で販路開拓支

ウハウに関しては、ほとんど蓄積されてこな
かったことから、第１節で述べたように下請
企業から脱却し、独自で営業活動を行う企業
が増えると共に、「販路開拓」に苦戦する中
小製造業が多くなっているのである。”

援と言われているが、じつは多くの段階が存
在する支援策であると考える。今回は近畿本

販路CO事業は同じ2005年にスタートした

部にて携わっている販路開拓コーディネート

支援メニューであり、まさにこの考え方に

事業（以後販路CO事業）をメインに販路開

立った支援メニューだと考えている。

拓支援についての自分の考え方を述べたい。

支援は２段階で行われる。

なお、ここで述べることは、あくまで私個

１）担当チーフアドバイザーと共に、どのよ

人の考えであり、そこは誤解の無いようお願

うな業種に対してどのように製品をア

いしてお読みいただきたい。

ピールしていくのか（これをマーケティ
ング仮説の企画と呼んでいる）をブラッ

中小機構について

シュアップする。中小企業は、自分が所

ご存知のとおり経済産業省所管の独立行政

属している業種以外は不案内であり、有

法人で中小企業施策の総合的な実施機関とし

望なアプローチ先を見いだせていないこ

ての役割を果たしている。我々中小企業診断

とが多い。また、ノウハウがないため、

士が中小企業のホームドクターであるのなら

不適切な効果のないプレゼン資料を作っ

（最近特に税理士にその立場を奪われつつあ

ていることも多く、この段階からの支援

ると思うが）、中小機構はまさに国立総合病

は重要である。

院といった役割をしているところである。支

２）販 路開拓コーディネーター（以後販路

援メニューは専門分野に特化しており、まさ

CO）との同行訪問。販路COは広い人脈

に街医者と総合病院の関係にあると考える。

を有する大企業のOBである。かれらの
紹介・同行訪問により、アプローチ先企

販路CO事業について
2005年 度 版 中 小 企 業 白 書 第 １ 章 第 ４ 節
（p70）に次のような文章がある。

業のキーマンに相当する人物に会い、実
際に営業活動を行う。この際、求められ
る成果は実際に商談が成立したかどうか
ではなく、今後自らの力で販路開拓が行

“一般的には「販路開拓」という言葉は、
「営
業活動という売り込むための手段」として捉
えがちであるが、実際にはこうした活動は、

えるよう実践的なノウハウを取得するこ
とである。
つまり、販路CO事業は最終的にマッチン

営業活動だけで完結するものではない。市場

グを行う事業であり、その結果として新たな

調査から始まり、
「製品開発」、
「流通」、「販

販路の確立を願う支援であるが、あくまで求

売促進」
を経て、これらの活動により顧客ニー

める成果は、企業自らの力で今後販路開拓を
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行っていけるようノウハウの取得であるとい

NBMのようなアプローチが必要なのだろう。

う支援策である。（マッチング支援そのもの

したがって、販路開拓支援に必要なスキルは

を否定しているつもりはない。ノウハウを取

１）聞き出す力

得した企業にとってマッチングはとても重要

２）断片的な情報をつなぎ合わせて、あらた

な支援メニューである。要は、マッチングの

なマーケティング仮説（物語）を紡ぎあ

前にノウハウの取得が重要であると考えてい

げる力（新たな方向性を見つける力）

るわけである。）

そして、最終的には“売り込み”を成功させ
るための支援なのだから

販路開拓支援に求められるスキル
支援機関支援のセミナーにて次のような例

３）営業（B2Bマーケティング）への造詣
この３つではないかと考える。

え話をする。
今後求められる販路開拓支援策
“医師が行う診断は２つの方法がある。一

今年度の小規模企業白書・中小企業白書は、

つはEBM（エビデンス・ベースド・メディ

私には新商品開発とそのための市場調査と分

スン：データ〔事実〕を基に診断を行う行為）

析、営業力のある人材の採用と開発の2つに

で急性疾患などに有効と言われている。もう

強い関心があり、支援を必要しているように

一つはNBM（ナラティブ・ベースド・メディ

読める。また、“売り込み”のための活動に

スン：ナラティブ〔患者の話・物語〕を基に

ついては自社で対応できるとの認識を持って

診断を行う行為）で慢性疾患などに有効と言

いるようでもある。そうなると、今後重要視

われている。このことは我々が企業様とお話

される販路開拓支援策は次の3つになるので

する場合も同じだと考えている。元気だった

はないかと考える。

企業様の業績が悪くなった。この場合はデー

１）製品開発のための、市場分析・市場調査

タや事実を追い求めていけば必ず原因が見つ

２）開発した製品の用途開拓（とそのための

かり対処策を講じることができる。しかし、

市場分析と市場調査）

もともと不健康な患者、業績の悪い企業様の

３）営業力のある人材の育成（そのような人

データや事実を追い求めても、不健康だとい

材は少なく採用は難しいと考える）

う事実はわかっても、なぜ不健康なのかまで

今年度、販路CO事業の目的に「育成」と

はわからないことが多い。この場合患者（企

いう文言が新たに付け加えられた。また、市

業様）の話を聞きながら生活改善を促してい

場分析・市場調査は支援機関の方が対応しや

くしか方法はない。”

すいが、人材の育成には時間がかかり長期的
な支援が必要で支援機関だけでは対応が難し

とても重要な要素が、企業様にとっては当
たり前すぎて無視され忘れ去られていること

い。我々中小企業診断士の役割が重要視され
ていくのではないかと考えている。

が多く、当初の説明では、全く優位性も新規
性もないどこにでもある製品にしか思えない
ことがよくある。しかし、企業様が軽く、
「そ
ういえばこんなこともできます。」と言った
発言がヒントとなり、これまでとは違う全く
新しい用途の可能性が見つかることが多い。
おそらく、販路開拓支援の多くの段階では
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公的支援機関系診断士の活動報告
商工会議所における
経営支援
会員

廣芝

通生

【はじめに】
私は、金融機関に勤務後、’01年４月に高

へのサポートを企業ごとに行う個別支援と特
定支援テーマへの参加企業を対象とした地域
活性化事業の両面で推進しています。
【金融相談・支援とその波及効果】
まず、企業の事業進展のために欠かせない
資金調達に関する相談です。
企業が事業を持続的に発展させるためには、

槻商工会議所へ入所し、本年６月まで中小企

運転資金や設備資金等の資金使途による需要

業相談所長として地元事業者への各種経営相

が逐次発生することは一般的ですが、財務基

談・支援に様々な形で携わってきました。約

盤が脆弱で担保もない小規模事業者は成長に

14年間の実務経験は、現在の私にとって、掛

必要な事業資金を市中金融機関等の外部借入

替えのない大きな財産となっています。

に依存しているのが実情です。

その後、同年７月より大阪商工会議所北支
部経営指導員として市内北部エリアの事業所
への経営支援業務に従事しています。

したがって、会議所には多様な資金ニーズ
に関する金融相談が持ち込まれます。
会議所は、日本政策金融公庫の小規模事業

なお、以下にご紹介する業務概要は、現任

者経営改善資金融資制度（マル経融資）にお

の大商での業務経験が浅いため、前職の高槻

ける唯一の推薦団体であり、経営指導員が申

商工会議所経営指導員として携わった主要業

込者と緊密な面談をしながら、当該資金ニー

務を記述することを了承願います。

ズに丁寧に対応しています。

【大阪商工会議所について】

マル経融資の相談を受けるプロセスで、当

大阪商工会議所は、1878年に五代友厚侯に

該事業所の財務状況、創業以降の経緯、取扱

より創設され、大阪市内の約３万の会員事業

商品（サービス）、取引先、ビジネスモデル

所により組織構成されています。

等を詳細にヒアリングする機会を得られるた

戦略ビジョン「千客万来都市OSAKAプラ

め、財務以外の経営諸課題も併せて顕在化す

ン」の諸事業はじめ、成長産業育成、経営者

ることがあります。そのような場合は、課題

育成とネットワークの構築、大阪発ブランド

に応じて、販路開拓、マーケティング力向上、

の発掘等にも注力しています。

労務、コスト削減計画作成、他支援機関・専

業務分野は、経営支援、取引拡大支援、共
済・保険、人材確保・育成、産業活性化、地

門家の紹介等、適宜併せて支援を行っていま
す。

域活性化、国際・貿易証明、意見・要望・調

金融相談は、人に例えると健康診断時のカ

査、セミナー、貸会議室、検定試験、会員Ｐ

ルテ作成の役割を果たしているとも言えます。

Ｒ等と多岐に亘り、経営相談・支援や地域活
性化に関する一部事業は、５支部（中央・東・
西・南・北）が担当しています。
【商工会議所における支援形態】

【個店支援による商店街活性化支援】
筆者は、入所以来長年に亘り、主に中心市
街地活性化事業等において商店街の活性化に
関わってきました。

会議所の経営支援事業は、あらゆる業種業

その過程で得た持論は、「商店街活性化の

態の小規模事業者、中小企業を対象としてい

ための恒例イベントは波及効果が一過性と

ます。支援形態は、事業所が抱える経営課題

なっているケースが多く、日常の集客や売り
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上げに繋がっているとは言い難い」ことです。

もに、展示企業のプレゼンテーションにて東

したがって、商店街全体の集客力向上と持

大阪市はじめ他企業とのビジネスマッチング

続的発展のためには、商売に意欲的で元気な
個店を増やすことがより重要と考えます。

の場の設定を行いました。
【創業支援】

ところが、現実は皮肉なもので、支援すべき

会議所管内での創業者の増加は、地域の活

繁盛していない店舗よりも商売熱心な繁盛店

性化や発展に大変有益であることから、地元

の経営者ほど問題意識が高く、支援相談が多

自治体も注力している分野です。

いのが実情なのです。

創業者が抱える不安、周辺知識等の阻害要

実際に私が行った事業は、個店経営者を対

因を軽減する手助けをすることで、スムーズ

象とした「マーケティング力向上支援事業」

に事業を開始できる環境整備を会議所が支援

です。これは、商店街からモデル店舗を５店

することは重要な使命の一つです。

程度募集し、独立中小企業診断士と同行しな

高槻商工会議所では、例年夏から初秋にか

がら計５～８回に亘り、現場店舗を拝見し、

けて５回連続で「創業塾」を開設しています。

店主からヒアリングしつつ、店舗の課題抽出

創業希望者に対して中小企業診断士、税理

とその解決策を指南していくものです。
事業オリエンテーションと最終報告会では、

士、社会保険労務士、金融機関、同塾修了の
先輩創業者等を講師にお招きし、充実した内

商店街役員や他店経営者にも参加いただき、

容で開講しているため、例年、相当数参加者

モデル店舗の成果や情報を共有することで、

があり、潜在的な創業希望者が推察されます。

他店への波及効果を狙いました。
【産学連携・産産マッチング事業】

創業者が同塾でのノウハウ習得後、物販店、
飲食店や斬新なアイディアの新サービス提供

筆者が10数年に亘り携わってきた事業に産

等、様々な地域ニーズに対応したビジネスを

学連携事業があります。当事業は、端的に言

無事に開業するまで、伴走しつつ支援するこ

えば、高槻市内の製造業と大学等または企業

とは、診断士冥利に尽きる瞬間でもあります。

間の出会いの場を提供することです。

【終わりに】

具体的には、企業が抱える技術的課題に対

以上のように会議所における経営支援業務

応可能なシーズを持つ大学等の教員を当該企

は、様々な業種事業所の経営課題を対象とし

業に紹介して、直接その指導を受けていただ

ていることから、診断士としてのノウハウを

く環境を創出しました。結果、幸い企業側か

最大限に活かすことができ、また経験を重ね

らは高い評価をいただくことができました。

るごとに自身のコンサルティング・スキルも

また、数年前からは、中小企業が保有する

磨ける絶好の職場であると感じます。

技術やノウハウ等を活用することで、有望市

今後も、経営課題を抱える事業所の皆様に

場である新分野への進出を検討いただくセミ

少しでもお役に立てるよう、現状に甘んじる

ナーを開催しました。

ことなく、全力で精進したく考えています。

具体的には、LEDや有機EL照明、リチウ
ムイオン電池をテーマに採り上げ、大学、公
的機関、民間企業等より講師を招聘し、市内
の中小企業を中心に聴講いただきました。
また、MOBIOのご協力により高槻市内の
技術力の高い中小企業の製品展示を行うとと
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診断士・経営者の
三面鏡で見る
よろず支援拠点活動

とおっしゃっていましたが、私も診断士4年
目を迎え、あらためて「診断」士の意味を考
えております。適切な診断ができて正しく課

佐和子

題を設定することができれば、問題の解決に

本会報の裏表紙広告で皆様にもおなじみ？

案やその実行にも苦労はありますが、目に見

の大阪府よろず支援拠点は、国が各府県に設

える不具合には、人はより具体的に対応が可

置した無料の経営相談所です。中小企業・小

能です。そもそもの課題設定の方向性が間違

規模事業者の活性化を図るため、地域の支援

うと大きく遠回りしてしまうという当たり前

機関と連携しながら事業者の抱える経営課題

のこと、そして同時にその難しさも感じてお

に対応する相談窓口として平成26年度にス

ります。

会員

高橋

大きく近づくことができます。もちろん解決

タートしました。全国各府県により運営団体

当窓口では電話や紹介、また飛び込みで相

が違いますが、それぞれ地域の実情にあった

談の予約が入ると、基本的には２名のコンサ

取組みを独自に行い、事業者の様々な「お悩

ルタントが相談対応にあたります。一社（者）

み事」に寄り添い課題解決にあたっています。

当たり1.5時間程度〜しっかりと４つの目と

大阪府の拠点はマイドームおおさか７階・診

耳でお話を伺い、タイプの違う相談員が異

断協会の隣にあり、お立ち寄り頂いた方もい

なった角度から状況を検討することができま

らっしゃるかと思います。

す。多角的に見ることでより精度の高い課題

「よろず支援拠点」というだけあって相談

設定が行えること、そして丁寧なチームヒア

に来られる事業者の業種・規模も色々ですし、

リングで相談者自身の気づきを促せたり心理

内容は創業・売上拡大から経営戦略まで多岐

的なサポートができることは、ひとつ大きな

にわたります。当拠点には、
北口コーディネー

特長だと私は考えています。

ターのもとサブコーディネーターも含め11人

また、他機関との連携も積極的に行ってお

が相談員として在籍しており、戦略立案・

り、各地域の商工会・商工会議所をはじめ金

IT・海外展開・特許戦略・製造や販売・デザ

融機関とタイアップしての出張相談、また相

インなど、各専門分野の専門家が事業者それ

談者紹介を通じての双方支援など、連携・協

ぞれに合わせた課題解決に日々努めています。

力して府下の事業者活性化にあたっています。

とはいえ、経営者の悩みというのは「この

私の担当させていただいたケースでも、地域

分野のこの問題」とはっきりしていることは

商工会との連携プレーがうまく機能した和装

かえって少なかったり、またそこだと思って

小売店の例があります。

いても実際の問題点は違う所にあるというの

商工会担当者と共に当窓口を初めて訪問さ

がままあることです。そのため当窓口では、

れた際の代表者様は、切羽詰まった表情で、

各スタッフの専門分野を意識しながらも、ま

売上不振で何から手を打てばよいかわからな

ずは「ヒアリング」にしっかりと時間をかけ、

い、と大変混乱した様子でした。事業のスター

総体的な観点から実際の問題・課題を洗い出

トから現在までの過程、顧客や商品・仕入れ

すことに重点が置かれています。

先の状況、営業スタイルなどをお聞きしてい

ある経営評論家の方が「問題解決力も大切

く中で、和装への想いや顧客との強い関係、

だが、それ以上に課題設定力が非常に重要」

仕入れ力の強さなどが浮き彫りになってきま

診断士会報No213v8.indd 16
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した。ただ、自社の強みを認識することと伝

して頂ける点ではないでしょうか。この、ク

える力が不足しており、日々の営業もマンネ

ライアントの相談を自分事として捉えるとい

リとなって魅力がアピールできていない状況

うことが、コンサルタントとして良いのか悪

です。そこでまず実際に店舗を訪問しての店

いのかは諸々難しいところではありますが、

頭改善と、未着手であったITツール制作＝

私自身はうまく生かしていきたいと考えてい

HP作成をスタートすることにしました。私

ます。

の訪問の際には商工会担当者が同行し、HP

診断士でありながら経営者でもあるという

作成についても相談者が通いやすい商工会で

のは、三面鏡でものを見ているようなものだ

支援し、こちらでまた経過をフォローすると

とよく感じます。違った角度から見ることに

いった連携プレーです。これがうまく機能し、

よって、正面から見えなかった部分に気がつ

短期間の間に売上状況も改善、新規顧客も取

くことがあり、そちらの方向から対応できる

り込めたなど実際の効果がみられた好例でし

場合があります。そしてそれを、診断士とし

た。事業者を取巻く経営環境が厳しい中、護

てコンサルタント業務にも、また経営者とし

送船団とまではいかなくても支援機関（者）

て自分の事業にもフィードバックしていくこ

間の連携協力はますます必要になります。当

とで「ひとりシナジー効果」を上げるのが、

窓口経由でのミラサポ活用の事例も今年度は

今の私のやるべきことと考えています。

多くみられました。支援機関（者）のマッチ

毎日いろいろな相談者が来られます。規模

ング・連携の強化といった「まきこみ力」に

も、街なかの小さなお店や家族だけで細々と

注力している点も、当よろず支援拠点の特徴

続けている町工場から、現在は経営が安定し

と言えると思います。

ているが次の一手を逡巡している中堅企業、

私は、アパレル業界で小売に携わってきた

上場を視野に入れる勢いの会社まであります。

後に独立し、自社で３店舗を運営しています。

相談の多くを占めるのが売上・利益を上げた

その傍ら診断士としての経営支援、研修・セ

いということや、会社を大きくしたいが人が

ミナー等の業務も行うという二足の草鞋を履

育たないといった問題ですが、その会社、経

いております。ひとつの仕事に集中すべきで

営者により本当に様々です。

はというご意見もあろうかと思いますが、私

しかし共通していることがひとつあります。

自身の中ではこの「経営＋診断士」という構

それは「会社を続けたい、経営を良くしたい」

図がたいへん大きな意味を持っています。

という気持ちです。それは私もまったく同じ

自分自身が小規模、いえ極小？規模事業者

ように日々感じていることです。その気持ち

でありながら支援業務にあたっているという

を具体的な形にできる方法を探りながら、と

ことで、
相談室で私はいつも、こちら側に座っ

にかく来所された相談者様が「明日またやっ

ていながら目の前の相談者が自分にも見えて

てみよう」と元気を出していただけるよう、

いるという不思議な感覚があります。もちろ

今後も拠点の先輩方と共に支援活動に真摯に

ん業種や規模の違いはありますが、経営者と

取り組んでいきたいと思います。

しての悩みというのは、レベル感や成長段階
の差こそあれ、本質的にはいくつかの共通し
たものだと感じます。大なり小なり同じこと
で悩んでいる経営者の姿に自分を重ねるとい
うのは、特に「経営者診断士」の方には共感
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2012年診断士登録。輸入服飾会社勤務後独
立、服飾小売・ネイルサロン店舗を自社で
運営。他社の販売・店舗運営代行も行う。
診断士業務は小売・サービス業を中心とし
たコンサルティング、研修など。
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公的支援機関系診断士の活動報告
経営支援業務

ト、モノ（経験）、カネ（予算）」といった経
営資源が不足する中で、チームメンバーとと
もに試行錯誤しながら進めて参りました。

会員

向井

レイ

大阪信用保証協会（旧：大阪市信用保証協

まずは、経営支援業務で先進していた他の
信用保証協会をモデルケースとして視察等を
行い、とにかく情報収集を徹底しました。

会）に入社し、今年10年目を迎えようとして
います。

３．初めての企業訪問（財務診断）

信用保証協会とは、信用保証協会法にもと

私の初めての企業訪問は、今でもはっきり

づき、信用保証業務を行う公的な機関です。

と覚えています。ある返済猶予中の企業に対

お客様（中小企業者の方々）が金融機関か
ら融資を受ける際に、保証協会が公的な保証

して、企業の実態把握をしてもらう目的で、
財務診断を実施しました。

人となることで、融資を受けやすくすること

当該企業は、借入金の返済負担等、財務上

を通して、事業の健全な発展を支援する機関

の問題を抱えていて、自ら経営改善計画等を

であります。

策定することも難しい状況にあったため、そ

平成26年５月19日付で「大阪府中小企業信

の経営改善計画策定支援も提案しました。

用保証協会」と「大阪市信用保証協会」は合

経営改善計画策定を進める中での３度目の

併し、新たに「大阪信用保証協会」として業

企業訪問の際、社長から「お姉ちゃん、申し

務を開始しています。

訳ないんやけど…通常業務が忙しくて、時間
ないんですわ。計画策定とかはもう結構やか

１．中小企業診断士資格取得後
私は、平成23年に中小企業診断士登録をし
て以降の４年間、経営支援業務に従事してき
ました。

ら、取引先の１社でも紹介してもらえやんか
なぁ？信用保証協会やったらいくらでもあり
ますやろ。」
この言葉を聞いた時、ハッとしました。

具体的には企業訪問による財務診断や経営

大きなショックを受けたとともに、社長と

相談のほか、種々の情報提供により、中小企

の信頼関係も築けず、一人よがりにも計画策

業の方々の経営基盤強化のお手伝いを図って

定を進めていた自分自身を深く反省しました。

きました。

今でこそ、大阪信用保証協会ではビジネス

また、中小企業再生支援協議会等の関係機

マッチング等のイベントも開催しており、社

関と連携し、事業再生業務にも携わりました。

長のニーズに合った提案もできたのでしょう
が、当時は何もない状態でしたので、悩みま

２．試行錯誤の経営支援業務
信用保証協会の根幹業務は信用保証業務で
あり、一般的に経営支援業務への取組みは十

した。
そして、自身の経験、知識不足を補うこと
の必要性を強く感じました。

分なものではありませんでした。
合併前の大阪市信用保証協会で経営支援業
務を開始した当初は、少人数の社内中小企業
診断士のチームとしてスタートしました。
「ヒ
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その直後、私は診断協会で開催されている
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（２）大 阪府中小企業支援ネットワーク会議
への参加
中小企業の経営改善や再生を促す環境を整
備するための情報を共有することを目的とし
て、年間２回程度開催しています。金融機関
の他、税理士や中小企業診断士等の専門家会、

新商品開発、販路開拓、営業推進、計数管

行政機関等、参加機関は多岐に亘ります。本

理、展示会出展といった技術的な面から、コ

会議で得た情報を、参加機関は担当部署へ

ミュニケーションを通じて人間的な側面で顧

フィードバックするなどし、それぞれにお客

客企業の社長と接することの大切さ、といっ

様の支援に役立てています。

た様々なことを学びました。
先生の豊富な経験や深い知識を学ぶことが

（３）経 営サポート会議（個別会議）への参
加

できたこれらの経験は、中小企業診断士とし

個々のお客様を対象に随時、開催していま

て大変貴重なものとなりました。また、社内

す。お客様・金融機関・大阪信用保証協会が

の経営支援業務において中小企業診断士の資

一堂に会することで、情報共有を図り、信用

格を活かす際にも、大いに参考になるもので

保証協会と金融機関が一体となってお客様へ

した。

のサポートを行います。

先生、そして中小企業診断協会に入会して
いたことによるネットワークに感謝の限りで
す。

（４）各種イベントの開催
地域の中小・ベンチャー企業のビジネス
マッチングを応援するビジネスフェアへの出
展、起業者向けのセミナーへの講師派遣等を

５．現在の経営支援業務の取組み

随時行っています。

合併に伴い、大阪信用保証協会は大阪産業
創造館に、創業・経営支援の拠点となる「経
営支援部」を設置し、経営支援業務の強化を
図るとともに、府内の開業率向上、雇用の確

６．おわりに
経営者は孤独で、経営の悩みを打ち明けら
れる相手もいないことが多い様です。

保に資するため、創業または創業間もない中

まだまだ若輩者ではありますが、気軽に相

小企業・小規模事業者に対する相談の強化等

談できる相手として、今後も経営者の方に寄

を図っています。

り添うことができればと思っています。

経営支援部で行っている経営支援業務のう
ち、主なものは以下のとおりです。
（１）経
 営相談（財務診断サービス）
府内で事業を営む中小企業者の方を対象に、
財務診断を主体とした経営課題について無料
でご相談をお受けしています。
『中小企業経営診断システム（McSS）』を
使って財務の現状診断と、将来シミュレー
ションを行い、結果については、中小企業診
断士である信用保証協会職員がご説明します。
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平成18年 大阪市信用保証協会入社
平成23年 中小企業診断士登録と同時に社
内の経営支援業務に従事
平成26年 大阪市信用保証協会・大阪府中
小企業信用保証協会が合併し大阪信用保
証協会となる。引き続き経営支援業務に
従事
平成27年 保証審査業務に従事
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「顧客満足経営（CSM）」研究会
今回は、登録研究会の中でも長い歴史を持

突撃ルポ

通じてメンバーを増やしてきました。

つ顧客満足経営研究会の定例会に参加してき
ました。その活動内容や実績について報告し
ます。

３．定例会の風景
それでは、９月９日に開催された定例会の
様子について、ご紹介しましょう。

１．顧客満足経営（CSM）研究会とは
顧 客 満 足 経 営（Customer Satisfaction
Management）研究会では、顧客満足を高め
ることにより、成長・発展を可能にする経営
の仕組みづくりについて研究しています。
顧客満足を実現するための取り組み、従業
員満足が顧客満足にもたらす影響、顧客満足
を得るための戦略思考などについて、中小企
業の経営に活かすための視点で考察します。
現在は約40名が登録しており、およそ半数

写真１

講師の兼元氏

が独立診断士、約３割が企業内診断士、残り
が商工会議所等の職員といった構成です。

この日は、株式会社ブレインワークス・大
阪支店長の兼元知大（かねもとともひろ）氏

２．活動内容は

を講師に招き「最高のおもてなしが日本一の

毎月第２水曜日に開催される定例会にはメ

売上を実現！小さなタクシー会社の話」とい

ンバーのおよそ４割が参加しています。ここ

うテーマで実施されました。今回はメンバー

では「顧客満足経営」で実績ある企業を取り

の紹介があれば、研究会外からのオブザー

上げ、事例分析を行います。また、議論を通

バー参加もOKという公開例会の形をとった

じて、事例企業のどこが優れているのか、他

ため、30名近くの参加者が協会のフリース

企業はなぜそれができないのか、成功のキー

ペースに所狭しと集まりました。

ポイントは何かといったことについて理解を
深めながら検証します。いつも数多くの意見
や質問が次々と出され、活気にあふれていま
す。定例会は、メンバーからの発表を基本と
していますが、外部から講師を招いて実施す
ることもあります。
定例会の後は毎回、自由参加の懇親会を行
い、ほとんどの方がそのまま参加されて大い
に盛り上がります。
また、例年５月末には、新たに診断士登録

写真２

定例会の様子

をされた方を対象に「新歓ワークショップ」
を 開 催 し ま す。2014年 に は「 は と バ ス 」、

赤字タクシー会社が、たった3年で、どの

2015年にはケアシューズでトップシェアの

ようにして顧客から支持される企業に生まれ

「徳武産業」を取り上げ、ワークショップを

変わり、業界の常識を超える高い乗車率と給
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与水準（平均年収670万円）を達成し、さら
には「ハイ・サービス日本300選」で表彰を
受けるまでに至ったかについて、実際に兼元
氏が支援された時のお話を中心にご講話いた
だきました。
兼元氏は戦略、マーケティング、営業のコ
ンサルタントです。独自のマーケティング理
論に基づき、数多くの企業の売上を劇的に向
上させてこられました。また、人気ゲームや

写真３

講師と顧客満足経営研究会の皆さん

アニメをテーマにしたレストランの仕掛け人
としての事業プロデューサーとしても実績を
お持ちです。

その中で、経営コンサルタントは“勉強代
行業”（経営者は忙しくて勉強できないから

どのようにすれば売上に繋がるか。顧客満

代わりに勉強してメソッドにする仕事という

足は、
「フィロソフィーを具体化」した商品・

意）であり、経営者といっしょの目線で考え

サービスから来ており、顧客は何に満足し、

ることが大切であるということやキャッチコ

感動するかという話から始まりました。

ピーは「これ位書いておけばわかるだろう。」

最初にあるのはフィロソフィー（必ずそれ

ではなく、「まだわからないかという位書い

を実現しなければならない考え方・理念）で

て80％。」という、胸に刺さるお話が印象に

あり、
それをデザインして形に表したもの（商

残りました。

品・サービス）が顧客に満足・感動を与え、
売上や利益もたらすのであり、「理念と飯の

４．顧客満足経営研究会に興味のある方へ

タネはワンセット」であるということを京セ

本研究会では、今までザ・リッツカールト

ラやアップル社の事例をあげて話されまし

ン大阪やネッツトヨタ南国、大垣共立信用金

た。

庫等の事例を取り上げて研究してきました。

事業再生に取り組むにあたり、会社のフィ
ロソフィーを次の内容とされました。
～ドアtoドアでお客様をお送りできる公共

また、過去にはヒロコーヒーの創業者であ
る山本社長もお招きしたことがあるなど外部
講師も充実しています。

交通機関はタクシーしかない。その一員とし
て我々は「誇り」と「尊厳」と「自信」を持
たなければならない。～

顧客満足経営に関心のある方は、遠慮なく
研究会へ見学にお越しください。大歓迎です。

そして、それを実現するために、会社が行
うべきシステムづくりと、従業員一人一人が
行うべきことを分けて考えることの重要性を

開 催 日：原則毎月第２水曜日
（８月､ 12月は異なる日程で開催）

話され、実際に取り組まれた具体例をあげて

開催場所：大阪府中小企業診断協会会議室

説明していただき、参加者が熱心にメモを取

代 表 者：佐藤雅一氏

る姿が見られました。

連 絡 先：masakazusato@hotmail.co.jp

質問タイムでは、参加者から熱心な質問が
相次ぎ、講師は一つ一つ丁寧に分かりやすく
答えていらっしゃいました。
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（見学希望者は事前にご一報ください）
ホームページ：http://cs-shindanshi.com/
（文責：総務広報委員

山本彰子）
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フィリピン〔マニラ〕海外研修旅行報告
１．概要
しろが見込まれている。
今年で第９回目となる大阪府中小企業診断
（１）フィリピン市場の魅力
協会の海外研修旅行が、18名の会員が参加し
①豊富で良質・廉価な労働力
て2015年11月26日（木）～ 29日（日）にか
・人口増加率年約２%のピラミッド型人口構
けて実施された。
成なので、長期にわたり豊富な労働力供給
行先はASEANで近年経済成長著しいフィ
が見込まれる。
リピン共和国（以下、フィリピン）の首都マ
・英語が公用語なのでコミュニケーションの
ニラで、季節は乾季に入ったところで天候に
問題が少ない。
も恵まれた研修旅行となった。
・大学が多く豊富な学卒者が存在する。
■フィリピン概要
・ストライキ等労働トラブルが少ない。
・人口：約１億人・平均年齢：23歳（日本：
・基本給月額は約250米ドルとインドネシア
46歳）
並み。
・1人当たりGDP：約3,000米ドル・国土面積：
②中間所得層の台頭
約30万km2
・国全体の地域間格差は大きいが、マニラ首
・島嶼数：約7,100（日本：約6,800）
・公用語：
都圏（人口約1300万人）では１人当たり
英語、フィリピノ語
GDPが8,000米ドルを超え、マニラ首都圏
・大 学 数： 約1,600（ 日 本： 約800）・ 宗 教：
とその周辺だけでマレーシアの経済力に相
カトリック80％強
当する。実際巨大なショッピングモールが
旅程の前半は、まずJETROマニラ事務所
林立し、旺盛な購買力を感じた。
にてブリーフィングを受けた後、マニラ中心
③手厚い優遇税制
部から南約50kmのバタンガス州に日系商社
・フィリピン経済区庁〔PEZA〕の認定を受
が開発した工業団地にて日系企業を視察した。
ければ、長期間にわたり税制の優遇が受け
旅程の後半は、マニラ市内オプショナルツ
られる。
アー等で街の雰囲気を肌で感じた。
④親日的なマーケット
なお今回の研修旅行に当たっては、在大阪
・過去に拘らない未来志向の国民性で、日本
フィリピン総領事館からご支援を頂いた。具
を「好き」と回答した人の割合は94%（日
体的にはマンラピッグ商務領事から９月16日
本国外務省調査）にのぼる。
に「フィリピン経済における投資の機会」を
・フィリピンの国力の３割程度は日本の関与
ご講演頂き、また視察先企業選定にもご配慮
によるもので、今後のパートナーとして期
を頂いた。
待される国も日本が首位（某調査会社調査）
２．JETROでのブリーフィング
となっている。
（２）フィリピン市場の課題
※ JETRO での
ブリーフィ
①インフラ不足
ング光景
ア．交通インフラ
・道路整備遅延等による渋滞が多い。

過去10年間の直接投資累計額は日本が首位
であり、現在約1,450社が進出している。優
遇税制を活用した輸出基地としての役割のみ
ならず、所得向上に伴い内需にも大きな伸び
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※道路渋滞頻発

（自動車の大半は日本ブランド車）
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イ．エネルギーインフラ
・電気代は日本より高い。なお台風時を除け
ば停電等の心配は少ない。
３．企業視察

※ FPIP 社前で記念撮影
（１）First Philippine Industrial Park社
・日系商社（出資比率30%）と現地企業との
合弁で、広さゴルフ場４つ分位の工業団地
を開発し運営管理している。
・この工業団地は1996年に完成し、現在約
100社が入居（労働者数約4万5千人）し、
うち約60社が日系企業で、日本人は約450
名在籍している。
・工業団地のインフラやセキュリティ等の運
営管理が評価され、フィリピン経済区庁認
定企業以外も入居している。
「人 件費・
・フィリピンの魅力は「ヒト」で、
採用・定着率」に強みがあり、
「ヒトを使
う産業」に競争優位がある。
・短期での投資回収は難しく、少なくとも3
年以上の投資計画が必要となる。
・日本でのイメージと異なり、汚職・賄賂は
心配しなくてよい。
（２）半導体接続材料メーカー
・2000年に進出し、はんだマイクロボール等
を製造。近隣諸国への輸出基地（日本への
輸出は５%程度）として順調に業績を伸ば
し、従業員数はこの６年間で約３倍となっ
た。
・女性中心社会の国情を反映し、女性従業員
比率は約75%、管理者層も約60%を女性が
占めている。
・フィリピン人の文化【「４Ｆ（家族・信仰・
面子・祭り）」＋１Ｆ（皆で一緒に食事）】
を尊重して相互文化理解に努め、従業員の
能力向上を図っている。
「時
・その成果として、日本企業の「規律」
間感覚」「こだわり」といったものが理解
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されるようになり、自己都合離職率も10%
から４%程度に下がった。
（３）樹脂成型メーカー

※ 工場前で記念撮影
・進出して２年、プリンター用のインジェク
ションギア等を生産し、同じ工業団地内の
メーカーに供給している。
（参考：世界のプリンターの約半数がフィリ

ピン産）
・国民性としてすべてに遅く感じるが、労働
力は豊富でかつ人件費も近隣諸国より低く
労働集約型産業の適地である。
・ただ工場立上げに当たって、材料等を輸入
に頼らざるをえなかったため、初期投資に
予算以上の費用がかかった。
・これからは「車」の分野が有望なので、車
部品に力を入れていきたい。（参考：世界
のワイヤーハーネスのほぼ全量がフィリピ
ン産）
・通信ネットワークインフラ等満足できない
こともあるが、治安はイメージほど悪くな
い。
４．まとめ
今回の研修旅行は、在大阪フィリピン総領
事館のご支援を得ることができ、おかげでア
ンケート結果でも「全員満足」となりました。
この紙面をお借りして、御礼申し上げます。
企業視察ではすべての企業で「ヒト」の強
みを強調され、課題とされる「責任感」
「確
実性」「長期的視野」等も教育次第で十分に
克服して伸ばすことができると自信を持って
おられたのが印象的でした。
実際「行ってみなければわからないことば
かり」です。来年は「海外研修10周年」とな
りますので、多くの会員の方々の参加を心待
ちにしております。
（文責：岡田幸徳）
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ビジネスシーンで使える私のお薦め
ビジネスシーンに
応用可能な
苦情対応手法
会員

影山

貴俊

生保勤続３３年のうち９年間苦情対応に携
わり、特に直近２年間はコールセンターで日々

６．確認
相手の主張終了後に、不明点を確認します。
業種毎の顧客特定のキーになる情報は必須。
生保の場合は証券番号ですが、入力されてい
ない場合は生年月日等を聞いて索引。誰がい
つ何をしたか・それを示す書類等があるか・
こちらのデータと照合しながら明確に。

電話応対しています。最小限の取次情報を受
けて、音声のみから情報収集し、判断・通告・
（一応の）了承を得るまでの流れは、ビジネス
シーンの折衝・交渉にも通じるところがある

７．判断
理不尽な申し出（クレーマー）か妥当な不
満か。お客さまの勘違いではないか等。

と考え、ポイントを紹介させていただきます。
８．対応
１．事前に
寝不足・疲労厳禁。昼休憩・予定があり退
社時刻が迫っていてもフラットな気持ちで。

クレーマーには毅然とした態度でできない
ことはできないと言明。以外は、対応策・妥
協案を検討して提案。落とし所を考慮した駆
け引きも必要。即決困難な場合は、確認・折

２．第一印象
はっきりと明るく大きな声でスタート。

返し。対応不能の場合も、確認・折返しでの
不可回答は有効。お客さまの勘違いの場合も
決めつけずにやんわりと。

３．まずは聴く
特にご立腹で声を荒げるお客様の場合は、

９．終了前に

気の済むまで吐き出していただきます。罵倒

連絡先電話番号・ 希望時間帯を確認。書類

されても我慢。最小限の相槌で聞いているこ

郵送等手続きを承った場合は、列挙して再確

とをアピール。冷静なお客様の場合でも、
確認・

認。苦情の場合でも最後はお電話いただいた

反論は後回し。いずれも、ただ「聞く」ので

ことにお礼。電話の前で頭を下げて終了。

はなく、全身全霊、耳を傾けて集中して「聴く」
。
当然姿勢は正して、息の吐き方にも（ため息・
笑いと取られないよう）注意。

＜番外：敬語＞
使いこなせるように。意外と間違っていま
す。尊敬語・謙譲語について再確認を。

４．メモを取る
相手のペースが速いときは、要点のみを的
確に。そうでない場合は、付属情報込みでわ
かりやすく。
５．お詫び
こちらのミスが明白な場合は率直にお詫び。
判断できずかつお詫びしないと先に進まない
場合は、
「ご不快の念を招いたこと」をお詫び。

☆クイズ：見る・食べるの尊敬・謙譲語は？
略歴

1959年神戸生まれ。住友生命保険相互会社
勤務。情報システム部・事務革新委員会・
代理店営業部等を経て直近９年間は高松支
社・お客さま相談室・コールセンターで苦
情対応に従事。2013年中小企業診断士登録。
協会独立希望者の会幹事。税理士・1級FP資
格保有。

☆クイズの答：ご覧になる・拝見する、召し
上がる・いただく。
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海外セミナー報告
「海外セミナー『好調なフィリピン経済の実
情について』」開催報告
平成27年11月実施の海外研修旅行に先立ち、
平成27年９月16日マイドーム大阪にて、訪問
先フィリピンの実情に関するセミナーを開催
しました。在大阪フィリピン総領事館商務部
商務領事のRomulo V. Manlapig（ロムロ・V・
マンラピッグ）氏をお迎えし、現在ASEAN
主要国中トップクラスの経済成長率を誇る
フィリピンのビジネス環境や魅力、親日度に
ついて忌憚なくお話して頂きました。

１．フィリピン概要
2014年のGDP成長率は6.1％、一人当たり
GDPは2,800ドルであり、投資格付け機関等
からも継続的な発展段階にあると評価されて
いる。特にBPO（ビジネス・プロセス・ア
ウトソーシング）セクターの成長は目覚まし
く、日系IT関連企業も多く進出している。
こういった好調経済の背景にはアキノ政権
の功績がある。汚職を改善しグッドガバナン
スを徹底したことが、結果的に経済成長にも
繋がったのである。現在の第二次アキノ政権
は、製造業や農業の育成にも注力しているが、
まだ十分な雇用創出には至っておらず、特に
製造業では日本企業の投資に期待している。
２．日比二国間関係
経済特区内の日系企業数は約854社であり、
全体の約1/3を占めている。また日本に対し
て好意的な国民が多く、今後は米国を抜いて
最重要パートナー国になると考えている人も
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多い。日本人学校や日本食レストラン等も充
実しており、ホスピタリティ溢れる国民性と
相俟って、駐在スタッフや家族も快適な生活
ができるだろう。
治安に対する懸念はあるかもしれないが、
近年では大きな事件は発生していない。ただ、
治安の悪いエリアを避けるなど、自ら注意す
る必要がある。
３．フィリピンビジネス環境
ローカルスタッフは識字率・英語力が高く、
採用や訓練のし易さ、質、雇用定着率など、
アジアの中でも群を抜いている。ストライキ
もほとんど発生しない。労働人口は2040年に
ピークを迎えるまで堅調に増える見込みであ
り、労働力の安定も保証されている。
また、法人税免除、原材料、設備の輸入税
免除など、税制優遇政策も充実している。
４．フィリピンの強み（まとめ）
今後も期待される経済成長、グッドガバナ
ンスによる政治の安定、競争力のある優遇政
策、優秀かつ豊富な人材などに加え、世界一
の親日国である点も、フィリピンの大きな魅
力である。フィリピンとしても、引き続き日
本企業の更なる進出に期待している。

今回のセミナーには、海外研修の参加者を
含む30名が出席しました。ご多忙の中時間を
割いて下さった講師のマンラピッグ氏は、セ
ミナー終了後も個別の質問に気さくかつ熱心
に応じて下さり、非常に有意義な交流の場を
持つこともできました。
（会員サポート委員 谷村 真理）
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『秋の懇親会』報告
平成27年10月16日（金）に毎年恒例となり

その後、以下の各会から会員募集のホット

ました「秋の懇親会」をマイドームおおさか

な呼びかけが行われ、会の趣旨や活動の様子

１Ｆ

が紹介されました。

レストランマイドームで開催し、84名

の方々にご参加いただきました。
この懇親会は、会員相互の親睦を図るとと

①物的流通研究会

②最先端ビジネス研究会

③電機業界交流会

④税理士交流会

もに、交流会や登録研究会などの仲間を募る

希望者の会

呼びかけを行うことで、未入会の方や入会後

⑧走る診断士

間もない方に、協会の活動や雰囲気を知って
いただくことを目的として開催いたしました。

⑥住環境研究会

⑤独立

⑦青年部

⑨考えて蹴る診断士

最後のプレゼンとして、津田会員サポート
委員長より協会の行事予定紹介を行い、交流
タイムに移りました。

当日は協会未入会の方18名、入会１年以内
まず、最初に北口副理事長から挨拶と大阪

の方26名の参加もあり、各研究会や交流会の

府診断協会の活動をご紹介いただきました。

代表者に積極的に質問したり、先輩診断士に

内容は、活動の目的や体制から始まり、会員

診断士としての活動に関する相談を行うなど、

の皆様への様々な機会提供、様々な研修を企

和やかな雰囲気の中で、活発な交流が図られ

画・実施、資格の維持・更新をサポート、会

ました。

員の自主活動やネットワーク構築の場を提供、

「走る診断士」のメンバーの方々は、オリ

HPと事務所の紹介等についてお話しされま

ジナルの青いTシャツを身に着けて、懇親会

した。

の場を盛り上げていただきました。また、積
極的に「走る診断士」への入会を呼びかけて
いました。また、今年発足した新しい会であ
る「考えて蹴る診断士」は、フットサルを愛
好する診断士の方々が立ち上げた会で、もり
のみやキューズモールなどで活動しておられ
るとのことです。こちらも興味のある方は、
ぜひ参加をご検討ください。
会員サポート委員会では、今後も会員の親

続いて、大阪中小企業診断士会の橋本理事

睦を図るイベントを企画してまいります。皆

より士会の活動をご紹介いただき、新人の診

様の積極的なご参加をお待ちしております。

断士に向けて、独立診断士へのサポート体制

（文責：会員サポート委員会

椋野

誠司）

についてご説明をいただきました。
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プロコン道場応用編報告
「プロコン道場応用編
（製造業）」
に参加して

産（生産設備など）が多く、リード・タイム
が長くなるため、多くの棚卸資産（在庫）を
抱えることになり、資金も必要になることか
ら借入金も過大となる傾向があります。
会員 井上 和也
講師からは、
「生産性の向上こそが製造業が
抱えている最大の課題である。生産性＝output
１．はじめに
（ 売 上・ 利 益・ 付 加 価 値・ キ ャ ッ シ ュ） ／
今回のセミナーは、「プロコン道場（応用
input（ヒト・モノ・カネ・技術・情報）。よ
編）
」３回シリーズの第１回目、「製造業のコ
り少ないinputで、従来以上のoutputを実現
するためには、経営資源にムダがないか貸借
ンサルティング知識・ノウハウ補強」をテー
対照表をしっかり精査し、ムダがあれば削減
マに内藤秀治先生を講師としてお迎えし、独
することが大切である。」とのお話しを頂き
立する際に必須となる知識やノウハウについ
ました。
て、経験談を交えながら、余すことなく語っ
③「製造業支援の３つの視点」
て頂くというものでした。
製造業のコンサルティングと聞くと、どう
しても生産計画や５S、作業環境の整備と
２．内容について
いった『現場の視点』での改善活動に陥って
本セミナーは、独立志望者・独立から３年
未満の診断士を対象としていたこともあって、 しまいがちです。
『現場の視点』に加えて、生産戦略として
プロコンとしての心構えからはじまり、製造
の『経営の視点』、銀行を意識した財務体質
業の現状とコンサルティング、３つの視点（財
改善や儲かる仕組みづくりとしての『財務の
務・経営・現場）から見た製造業支援のポイ
視点』を合わせ持ち、『３つの視点』から多
ント、実際に企業支援した事例紹介など製造
面的に製造業の支援を考えていくことが肝要
業の中小企業支援に関して、多岐に亘る知識
です。
やノウハウを身につけることができる盛り沢
山な内容でした。
４．最後に
本セミナーを受講して、コンサルタントと
３．印象に残ったポイント
して活躍していくためには、豊かな経験から
①「ビジネス視点＝収入の安定化 ～商いは
得られたノウハウ、理論に裏打ちされた正確
牛のよだれ～」
な知識、周囲に理解・協力してもらえる優れ
『牛のよだれ』とは、ことわざで、商売は
た人間性のいずれもが必要とされるというこ
牛のよだれが細く長く垂れ下がるように、辛
とをあらためて認識しました。これらを高め
抱強く気長に取り組むのが良い、ということ
ていくことを目指して、常に自己研鑽とチャ
を意味しています。
レンジを意識した行動を取っていきたいと心
独立して生計を立てていくためには、ベー
に誓う良い機会となりました
スとなる顧問契約を確保し、経営安定を図る
ことが必須となります。契約は継続すること
が大切であり、次の契約の下地づくりを欠か
すことなく行い、勉強し続けていく姿勢がプ
略歴
ロコンには必要だと言えます。
1973年生まれ。2008年中小企業診断士登録。
医療材料等の製造業勤務を経て、2015年開
②「製造業活性化における経営資源活用と高
業。現在は総務人事の職務経験を活かし、
付加価値化」
外国人の起業や就業の支援に取り組んでい
製造業は他業種に比べて、経営資源が多く
る。
会員サポート委員会委員。
投下されているという特徴を持っています。
社会保険労務士、入管取次申請行政書士。
また、製造業は他業種と比較して、固定資
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土曜セミナー報告
「9月19日実施の
土曜セミナー」に
参加して
会員

待谷

忠孝

聴く・まとめる・発信するというテーマで、

ドメインなどの棚卸をする良い機会になった
のではないでしょうか。
その後、グループに分かれてそれぞれ発表
し合ったのですが、中小企業診断士はバック
グラウンドが人によって違うこともあり、設
定されたセミナーのテーマもバリエーション

３回シリーズで行われた土曜セミナーに３回

が豊富でした。仮に同じ財務に関するセミ

とも参加させて頂きました。どの回も非常に

ナーだったとしても、その内容は人によって

勉強になったのですが、3回目となる今回に関

異なっていたのが興味深い点でした。

して、セミナーの対象やテーマの決め方が経
営戦略の策定フローと似ていたので、特に中
小企業診断士とは親和性が高いのではないか
と感じました。
①体験したこと、②得意なこと（強み）
、③や
りたいこと（夢・ビジョン）の３つが重なる
部分がセミナーのテーマになり、その後に理
想の聴き手（ペルソナ）の設定、聴き手の最
終 ゴ ー ル を 考 え ま す。 こ の 一 連 の 流 れ が
SWOT分析からドメイン設定の流れに共通し
ていると感じました。

テーマが設定出来たら、それに合わせた自
己紹介、聴き手に示すプレゼンのゴール（こ
れがセミナーのタイトルにもなっています）、
聴き手に当事者意識を持っていただくための
問題提起等々、ワークをやっていくと、自然
とオリジナルのセミナーできあがるという仕
組みになっていました。
こういった仕掛けが、セミナーのシナリオ
の作り方のノウハウ提供だけにとどまらず、
セミナーとしての独自性や比較優位性を生み
出しているという点も含めて、非常に参考に

私の場合はセミナーをするならターゲット
はどういう方で、こういう内容で…というこ
とが最初から決まっていたのでスムーズに設
定することができたのですが、悩まれていた
方もおられたようです。しかしながら、これ
ら一連のフローは、私も含め、改めて自身の
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なる中身の濃い４時間でした。
略歴

平成27年中小企業診断士登録。
現在、大阪では唯一のWebデザイナーで中
小企業診断士。デザイナーの経験を生かし
て、EC市場に進出する企業の体制構築サポー
トなどを提供している。
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スキルアップ研修
「中小製造業の
製品開発支援の
ポイント」
会員

島田

尚往

今回のスキルアップ研修では、中小製造業
の製品開発を支援する際のポイントについ
て、
これまでの経験を踏まえてお話しました。
下請けと独自製品開発の違いに始まり、開
発戦略、独自製品に必要な業務とその能力獲
得、開発時からのマーケティング、開発の損
益、開発管理といったトピックについて順に
取り上げました。
ここでは当日、特に強調した開発戦略と開
発時からのマーケティングについて述べま
す。
１．開発戦略
独自製品開発に挑戦する際は、個別の開発
製品のコンセプトやアイデアも大事ですが、
それ以前に、競争に勝てるように製品分野や、
自社で行う業務などの大枠を設定することが
非常に大切です。自社の得手、不得手を客観
的に把握するとともに、自社の置かれた状況、
市場の趨勢を見てよく考え、開発を進めてい
くべき製品分野はどういった分野か、そこで
どんな強みや技術を背景にしてどういった優
位性を打ち出していくのか、といった方針を
持っておくということです。
この開発戦略があれば開発に関する意思決
定をそれに沿って実施していくことができる
ため、目先の引き合いに引きずられて自社に
優位性のない分野で製品を開発して失敗する
といったことや、経営者や幹部従業員が個人
的によいと思ったアイデアの案件にバラバラ
に手を出して結局どれも売上や利益を生まな
いといったことを避けやすくなります。また、
開発が方向づけられていれば、ある案件の開
発が仮に失敗に終わったとしても、その失敗
から得られた知見、経験を次の開発に活かし
やすくなるでしょう。
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自社製品開発に打って出るのであれば、そ
もそも勝てるフィールドを設定し、そこで頑
張っていく事がまずは重要だということにな
ります。支援者には冷静かつ客観的に内部環
境、外部環境を分析し、戦略策定の支援をす
ることが求められる場面です。
２．開発時からのマーケティング
開発に失敗したというお話を伺っている
と、「まずは製品を開発してから、売り方を
考える」という意識で開発を進めたことが失
敗の要因ではないか、と思えるものが意外に
多くあります。私がおすすめしたいのは、そ
うではなく、「売れるように開発する」とい
う意識で開発を進めることです。
いざ自社製品を作ろうと思った時に、「製
品が無いと売ろうにも売る物がないので、ま
ず製品を開発する必要がある」と考えるのは
自然な流れなのかもしれません。しかし、そ
のために市場やユーザーに目を向けずに、自
社内の思い込みだけで開発を進めてしまう
と、開発は完了したもののいざ売ろうとする
と反応が良くなく、売れないといったことが
起こってしまいます。
そこで、開発前、開発中から市場や顧客、
ユーザーと接点をもったり、フィードバック
を得たりして、自社内だけのひとりよがりに
陥らないように注意することをお勧めしま
す。そこから得られた情報やフィードバック
次第では開発の軌道修正や、開発中止をする
方が良いこともあり得るでしょう。
研修当日には、製品開発支援について参加
者の方から様々な反応をいただくことがで
き、今後の支援の参考にさせていただくこと
ができました。私自身、引き続き、良い支援
ができるよう研鑽していきたいと考えていま
す。
略歴

開発エンジニアとしての電機メーカー勤務
を経て2013年に独立。製造業の支援、特に
製品開発支援を得意とする。
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スキルアップ研修
経営破綻
―見捨てられた
地方工場―
会員

及川

朗

本研修では、講師が会社員として勤務して

さらに、前例のない日米同時倒産であった
ことも大きな特徴でした。米国の親会社は日
本法人を追うように、Chapter11（米連邦破
産法第11条）を申請しました。
当初親会社は日本法人を含めた一体再生を

いた時に体験した、経営破綻の現場の実情を

目指し、スポンサーを探しましたが実現せず、

解説しました。会社更生法に基づく管理下に

日本法人を切り離しての再生に方針を切り替

おける、まさに法的企業再生の実例です。

えました。日本法人は独自で再生計画を策定

舞台は米国大手半導体メーカー日本法人の

せざるを得なくなりましたが、本社と工場の

一地方工場、2009年の出来事です。本社との

思惑が異なり、工場は孤立、極めて厳しい状

関係、米国親会社との関係、債権者委員会と

況での計画立案となりました。

の関係など、各々の思惑が複雑に絡んだ中で
の再生計画作成のプロセスでした。

講師は更生法申請当時、工場で技術部長を
務めていました。原材料の信用取引ができな
くなったため、多くの製造プロセス変更を余
儀なくされ、当初はその対応に腐心していま
した。
中小企業診断士の勉強をしていたためか、
経営に対する知識が他の管理職より高く、そ
の後、自主再生計画策定を主導することに
なっていきました。研修では、更生計画が東
京地裁に認可されるまでの様々な出来事や苦

本件の特徴のひとつは、当時できたばかり
のDIP型会社更生法を適用したことです。法
的再生には会社更生法と民事再生法があるこ
とはご存知と思いますが、それらのいわば良
いとこ取りをしたものが、DIP型会社更生法
とも言えます。（図表１参照）

＜図表１＞各種法的再生法の比較
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労話しをお伝えしました。
略歴

1987年、東北大学大学院理学研究科修士課
程（化学専攻）修了。外資系化学メーカー
を経て、大手電機・電子メーカーおよびそ
の関係会社にて、半導体関連の研究開発、
量産工場における技術開発及び管理、会社
更生法下における更生計画の策定及び実行
管理に携わる。2011年、中小企業診断士登録。
その後、半導体ベンチャーに入社し、各種
経営管理業務に携わる。2012年、経営コン
サルタントとして独立。現在、マネジメン
トラボブリーズ代表。理学博士。
著書：
『ドラ・ミンから学ぶＭ（マネジメント）
能力の養成』
、
『人口減少経済を右肩上がり
経営で乗り切る』（いずれも共著）
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スキルアップ研修
「観光途上国ニッポン、
インバウンドが
もたらす可能性」
会員

伊達

万祥

１．インバウンドがもたらす可能性
2013年に初めて1000万人を突破した訪日外
国人旅行者の数は、2015年には1800万人に達
する見込みです。日本政府は、東京オリンピッ
クが開催される2020年までに外国人観光客数
3000万人、消費額5兆円という目標を掲げ、
行動計画をまとめました。インバウンドとは
「日本に集まる、ヒト・モノ・カネ・情報の
すべてのベクトル」を意味しており、日本に
新たな可能性（変化）をもたらしてくれます。
２．日本の国内企業に自信と誇り、元気を取
り戻させる
日本を旅行することでしか得られない価値
は、日本人そのものです。そして、日本人の
価値は気質、作品、生活の3要素が源泉です。
気質：販売接客で日本人の気質に触れ、高い
美徳、規律、礼儀正しさ、シャイだけど親切、
温かみを感じられます。
作品：匠・専門家が生み出す逸品、伝統工芸
品からモノづくりへのこだわりに触れること
ができます。
生活：街の衛生面やインフラのレベルの高さ、
四季や伝統が深く入り込みつつ現代と共存し
た生活を体験できます。
これからは電化製品や化粧品だけでなく日
本の文化が生んだ全国各地の名産品や伝統工
芸品を売り出されていくでしょう。
３．競合他社・異業種との共創関係を築ける
街で、エリアで、オールジャパンで取り組
む必要があります。なぜなら、世界の国々は
長年インバウンドツーリズムに注目し、近年、
外国人観光客へのプロモーションをさらに強
化しているからです。ドバイ・シンガポール
などは国家規模でショッピングフェスティバ
ルを開催し、1 ヵ月3200億円以上の経済効果
を生み出しています。
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そんな中、ドン・キホーテ、ビックカメラ、
京王百貨店、三越伊勢丹等の大手7社が手を
組み、新宿ショッピングキャンペーンという
イベントを開催しました。競合同士がインバ
ウンド事業で手を組む理由は、外国人観光客
の買い物ニーズは一店舗、一社だけでは満た
すことができないためです。新宿全体で世界
へアピールし、他国に負けない日本の魅力を
伝えようという取り組みが始まっています。
既得権益がまだ構築されていないインバウ
ンド市場では、全員が勝者になれます。今後
ますます、日本人消費者市場では考えられな
かった企業・団体同士の共創関係が生まれて
くるでしょう。
４．グローバル化へのきっかけを与えてくれ
る
外国人観光客が持つ「ダイバーシティ（多
ノウハウを蓄積できれば、
様性）」を受け入れ、
海外マーケットでも通用します。多様性とは、
言語、歴史、文化、宗教、趣味、嗜好です。
しかし、相手を知る前に私たち自身が文化や
伝統を学び直す必要があるのではないでしょ
うか。私たち日本人自身が日本の素晴らしさ
に気づいていないような気がしてなりませ
ん。
自国の文化・伝統や技術の素晴らしさをア
ピールしながらも、外国人観光客の多様性を
受け止める、高いコミュニケーション能力と
おもてなしの心が日本全国民に求められま
す。
５．おわりに
インバウンドへの取り組みは大都市から地
方へますます拡大していくと言われておりま
す。今後も海外とのネットワーク強化と対話
力の向上に努め、外国と日本の企業の橋渡し
や課題解決に取り組んでいきます。
略歴

英語も話せない、人脈もない中でNYへ単身
渡米し、マーケティング・PR業務を経験。
GSDコンサルティングを設立し、海外・訪
日外国人市場の開拓、企業の国際化を中心
に経営支援に取り組んでいる。
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士会のページ
デザイン経営フォーラム
開催のご案内
事業推進部

大音

和豊

イノベーション（経営革新）を実現する経
営手法の一つとして「デザイン思考」が、官
民を超えて注目を集めています。そこで、
（一
社）大阪中小企業診断士会は、大阪府よろず
支援拠点と共催、（一社）大阪府中小企業診
断協会の協賛で、2016/2/2（火）に「大阪発！
デザイン経営フォーラム」を開催することに
なりました。
本フォーラムのプログラムは、１．基調講
演「日経デザイン編集長：丸尾弘志氏」、２．
パネルディスカッション①、３．パネルディ
スカッション②、４．よろず支援拠点の活動
紹介となっています。
基調講演には日経デザイン編集長の丸尾弘
志氏をお招きし、デザインを活用した経営ト
レンドに関してお話いただきます。
パネルディスカッション①では大手企業の
先進的な取り組みから、デザイン思考が組織
にどのような変化を与えるのかをディスカッ
ションします。
パネルディスカッション②では中小企業で
如何にデザイン思考を活用し、イノベーショ
ンを起こすためにはどうすればいいのかを
ディスカッションします。
よろず支援拠点の活動紹介では中小企業が
イノベーションを起こすための支援について
の紹介を行います。
一般的に「デザイン」とは、建築や工業製
品、広告などの目に見える図案や模様という
狭義の意味で使われていましたが、昨今は「設
計する」
「企画する」「意図する」など、広義
の意味で使われています。
「デザイン思考」もデザイナーが持つ「自
由な発想を生み出す思考回路」をデザイナー
以外の多くの人が使えるようにする手法で
す。この「デザイン思考」を活用し、経営に
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活かすことで企業を活性化し、競争力を高め
ていこうというのが「デザイン経営」と位置
づけています。
しかしながら、中小企業においてデザイン
経営は狭義のデザインの活用と捉えられるこ
とが多いのが現状です。
デザイン思考を活用した新しい経営手法を
中小企業診断士が提案し、情報発信すること
で中小企業に広くデザイン経営を実践しても
らうことにつなげ、結果として大阪の中小企
業の活性化につなげることが本フォーラムの
目的となっております。
こういった情報発信の場をもつことが、中
小企業診断士の活躍の場を増やし、デザイン
思考を使った企業支援者と言えば、中小企業
診断士とイメージできるようになることで、
中小企業診断士の社会的地位の向上にも寄与
すると考えています。
会員の皆様には、是非ご参加いただき、診
断士資格を活用する新しい機会としてデザイ
ン経営に関する知見を深めていただきたいと
思っています。
なお、参加申込については、チラシ、士会・
協会・大阪府よろず支援拠点の各ホームペー
ジやメルマガから情報発信する予定にしてお
ります。
【名称】大阪発！ デザイン経営フォーラム
【日時】2016年２月２日（火）13：00 ～ 17：
00（懇親会 17：30 ～ 19：30）
【場所】マイドーム大阪２階Bホール
【内容】
１．基調講演「日経デザイン編集長：丸尾弘
志氏」
２．パネルディスカッション①
３．パネルディスカッション②
４．よろず支援拠点の活動紹介
【参加費用】無料（懇親会 3,000円）
【主催】（一社）大阪中小企業診断士会
【共催】大阪府よろず支援拠点
【協賛】（一社）大阪府中小企業診断協会
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士会のページ
中之島図書館との連携事業－経営・
起業相談会とセミナー開催
大阪中小企業診断士会
図書館で経営相談…、あまりイメージが湧
かないかもしれませんが、地域の情報拠点と
しての図書館の課題解決型サービスとして、
全国でそのような取り組みが行われているそ
うです。
大阪中小企業診断士会でも、大阪府立中之
島図書館との連携事業として、一昨年から、
「経営・起業相談会」を実施しています。今
年度は、毎月、第1水曜日・第3土曜日に中之
島図書館の別館で開催しています。
この「経営・起業相談会」を通じて、中之
島図書館と大阪中小企業診断士会の関係性が
深まる中で、「経営・起業相談会以外にも連
携して何かできないだろうか？」という話に
なり、共催のセミナーを開催させていただく
ことになりました。
昨年、
○「 ビジネスでご縁をつなぐ（「ご縁」があ
るからビジネスはこんなにうまくゆく！）
」
（釣島平三郎氏）
○「会社員の自己プロデュース力 ～中小企
業診断士編～」（吉田喜彦氏）
という二つのセミナーを開催させていただ
き、
大きな反響をいただくことができました。

法」（西谷雅之氏）
○８月「創業するなら個人事業、法人のどっ
ちが得？」（水谷哲也氏）
○９月「IT活用で観光客をおもてなし」（柿
原泰宏氏）
○10月「ますます増えるシニア層をお客様に
する５つのステップ」（砂亮介氏）
○11月「デザイン思考を使った商品開発のス
スメ」（湯川俊彦氏）
○12月「数字が苦手な人でも大丈夫。初めて
決算書を見る人のための財務分析入門」
（片
山祐姫）
○１月「キャッシュフロー分析入門“誰でも
作れるキャッシュフロー計算書”でこれだ
けは理解しよう”」（石橋研一氏）
○２ 月「スキマ時間活用!!働く人の中小企業
診断士試験合格術!!」（廣石佑志氏）
○３月「がんばらない２代目が成功する事業
『勝』継の極意～７つの戦略で乗っ取らせ
ていただきます～」（高橋秀仁氏）
セミナーに参加して、
「中小企業診断士」
という資格を初めて知ったという感想も聞か
れ、中小企業診断士の知名度向上に寄与する
取り組みであると感じています。（セミナー
に参加して、中小企業診断士に興味を持ち、
受験勉強を始めた人もいると聞いています）
中小企業診断士の知見を社会に還元する取
り組みであるという意味でも、今後ともこの
セミナー開催を継続していきたいと考えてい
ます。

今年は、パワーアップして、「できるビジ
ネスパーソンのためのスキルアップ講座」と
いう統一テーマで、６月から毎月１回開催し
ています。各回のテーマは以下の通りです。
（カッコ内は担当講師名）
○６月
「資金重視の経営～貸借対照表・キャッ
シュフローから経営を見る～」（橋本博氏）
○７ 月「効果を出すための本当のWeb活用
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青年部だより
【８月開催の青年部ビアパーティ】

発表して頂いた11名には営業、音楽、デザ

平成27年８月21日（金）19：00より梅田の

イン、イベント、ホームページ、弁護士など

エントラータ ナビオ店にて恒例となってい

様々な分野と診断士能力を合わせての活動事

るビアパーティを実施し、37名の方にご参加

例、活用できるポイントを発表して頂きまし

頂きました。

た。全ての発表者とも切り口は違っています

毎年実施しておりますが、今年も例年同様
に盛り上がりました。また、今年は理事長に

が、内容にこだわった資料と発表方法で、見
応え十分の内容でした。

もご参加を頂き、青年部のメンバーとの交流
を行って頂きました。
青年部の活動に中々参加できないという方
も気軽に参加できるイベントですので、今年

プレゼン大会は普段プレゼンや提案を行う
ことが少ない方への実践の場としてこれまで
も何度か実施しており、「発表してみて分か
ることが多い」という声を頂いています。

参加できなかった方も来年ご参加頂ければ幸
いです。

また、今回は発表者へのプレゼン練習機会
だけでなく、全員が５つの視点でプレゼンを
評価するという試みも実施しました。これま
で評価する機会があまりないため、
「評価する
のは難しかった」という声が多くありました。
発表、内容、評価のそれぞれで経験が積め
たということで、満足度94％と高い評価を頂
くことが出来ました。
青年部はネットワーク構築や自己研鑽と

ビアパーティ集合写真

いった場の提供をすることを目的として参加
型のイベントも積極的に実施しています。ま
ずは一度お問合せください。

【９月開催の青年部例会】
平成27年９月12日（土）14:00よりマイドー
ムおおさか7階診断協会フリースペースにて



（文責：石井誠宏）

【青年部の参加募集】
青年部加入資格

９月例会「「診断士」×「●●●」という専

１、大阪府中小企業診断協会の会員

門性に診断士資格を合わせることでの活用方

「40才未満の方」、もしくは「45才未満
２、

法をテーマとしたプレゼン大会を開催し、22
名の方にご参加頂きました。

で、かつ診断士登録５年未満の方」
【参加申込：お問い合わせ先】
TEL

06-6261-3221

E-mail

info@shindanshi-osaka.com
青年部

北村真吾さんの発表
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今後のスケジュール

１月例会
日時：１月16日（土）10：00 ～ 12：00
場所：マイドームおおさか
内容：講演会（青木宏人氏）
偏差値40、高卒診断士の独立奮闘記

2015/12/24 15:47

診

断

（ 35 ）

士

新入会員の紹介
飯澤

長岡

祐輔

一太

今年 10 月に診断士登録致

10 月に診断士登録しまし

しました。これからの活動が

た。化学メーカーで事業部や

自らの糧となり、また企業の

グループ会社の経営管理をし

役に立てる様、積極的に自己

てきました。企業内診断士で

研鑽すべく研究会などに参加

すが、「プロボノ」として企

していきたいと思います。診断士としても社

業を支援し社会貢献できるよう、自己研鑽し、

会人としても若輩者ですが、よろしくお願い

また皆様から学びたいと考えています。どう

致します。

ぞよろしくお願いします。

趣味・特技

太田

旅行・読書

畚野

真行

信重

平成 27 年 10 月に診断士登

某損害保検会社で法人のリ

録をいたしました。現在は法

スクコンサルティングを行

人向けに IT 導入支援を行っ

なっております。協会の皆様

ております。資格取得の中で

との交流を通してスキルや人

得た知識や協会活動の中で身

脈を広められたらと願いま

につけたスキルをフル活用し、中小企業経営

す。自分の得意分野で微力ながらも社会に貢

者の皆様の「夢の実現」をご支援させていた

献していこうと思いますので、どうかよろし

だきたいと思っております。

くお願いいたします。

趣味・特技

趣味・特技

関野

旅行、グルメ

細野

謙典

仕事、電車でのぶらり旅

雅文

製薬業向けの情報システム

現在金融機関のシステム部

の開発・運用に携わっていま

門で働いている企業内診断士

す。今後は中小企業診断士と

です。まだまだ知識も経験も

して、幅広い見知から多くの

不足しておりますが、次のス

企業に喜ばれる活動を行いた

テ―ジに進めるよう、日々自

いと思っています。現在、大阪での単身赴任

己研鑽に励みたいと思います。京都からの参

中で、大阪支部に入会しました。交流会等で

加ですが、ご指導のほど、よろしくお願いし

ご指導頂きたいと思います。

ます。

趣味・特技

趣味・特技
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新入会員の紹介
松尾

和田

充哲

康佑

中小企業診断士として、企

「日本の中小企業を支える

業に寄りそった経営支援をし

ことを通じ、日本の発展に貢

たいと思います。
「何故？」
「何

献したい」これが私の志です。

故？」をモットーに深く深く

企業の海外進出サポ―ト、国

問題点を堀り下げていく専門

際会計業務に日々携わってお

家になりたいと思います。

ります。今後、「食と農」を中心とした地方

趣味・特技

創生に力を入れていきたいと考えておりま

最近はじめたゴルフ

す。皆様、何卒よろしくお願いします。
趣味・特技

旅行（バックパッカーとして２

年間 62 か国を訪れる）
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同好会だより
会員の消息

第28回「診断士ゴルフ同好会」報告
幹事

西田

金司

2015年10月５日第28回「診断士ゴルフ同好
会」が法隆寺カントリー倶楽部で開催されま
した。

他府県協会への移籍
關

祐二

東京都

早川

尚志

東京都
他府県協会より移籍
な

し

さわやかな秋空のもと、絶好のゴルフ日和
で、プレイしました。当会も14年になりまし
た。
皆様と楽しくゴルフを楽しみました。参加
者皆様のハッスルプレイで楽しい１日を過ご
しました。
優勝は山崎

茂先生でした。スコアがまと

まらなかったとのお話がありましたが、アン
ダーの堂々たる優勝でした。
プレイ終了後、コーヒーパーティがあり、
出席者全員近況報告があり、日ごろの忙しい
仕事を忘れ、ゴルフ談議に花が咲きました。
「すき焼肉」「果物」などの景品を全員が頂
き楽しい会合でした。
席上次回コンペが検討されまして2016年４
月４日（月）法隆寺カントリー倶楽部の開催
が決定しました。
現在15名の会員がおられますが、診断士ゴ
ルフ愛好家の親睦を目的に拡大したいと考え
ていますので、参加希望者は大阪府診断協会
事務局又は西田までご連絡ください。多数の
参加をお待ちしています。
次回開催日
開催場所
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お 知 ら せ
大阪府協会の主な行事

士会の主な行事

（平成27年10月〜 12月）

（平成27年10月～ 12月）

10月
１日・13日・14日
		 診断士交流会
１日・27日
		 部会（税理士交流会・独立希望者の会）
３日 プロコン道場応用編（１）
６日 総務広報委員会・会員サポート委員会
９日 業種別交流会
13日 正副会議・理事会
16日 秋の懇親会
20日 研修・事業委員会
25日 中小企業診断士第２次（筆記）試験
28日 スキルアップ研修

10月
５日 人材マッチング部会
７日 中之島図書館無料経営相談 夜間
14日	中之島図書館セミナー
15日	総務サポート部会
19日	人材マッチング部会
23日	基盤チーム会議
26日	理事会
27日	船場経済倶楽部ビジネス活性化塾セ
ミナー
29日	事業推進部全体会議

11月
５日 総務広報委員会
５日・10日・11日
		 診断士交流会
９日 正副会議・理事会
10日 会員サポート委員会（研修）
13日 業種別交流会
14日 プロコン道場応用編（２）
16日 監事会
21日 青年部
24日 会員サポート委員会（会員）
		 部会（独立希望者の会）
25日 スキルアップ研修
26日〜 29日
		 海外研修旅行（フィリピン・マニラ）

11月
２日 幹部会・人材マッチング部会
11日	弁理士会合同勉強会
16日 監事会・人材マッチング部会
18日 中之島図書館セミナー
19日 総務サポート部会
20日	基盤チーム会議
24日 事業推進部会
25日	船場経済倶楽部ビジネス活性化塾セ
ミナー
12月
２日	中之島図書館無料経営相談 夜間
７日 理事会・人材マッチング部会
18日	総務サポート部会・基盤チーム会議
19日 中之島図書館無料経営相談

12月
２日 総務広報委員会（会報編集部会）
３日 正副会議・理事会
３日・８日・９日
		 診断士交流会
８日 会員サポート委員会（研修）
９日・11日
		 業種別交流会
12日 プロコン道場応用編（３）
		 青年部 ヤングリーダー講演会
16日 スキルアップ研修
18日 総務広報委員会（会報編集部会）
20日 中小企業診断士第２次（口述）試験
22日 部会（独立希望者の会）
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スキルアップ研修
日

時

平成28年１月27日（水曜日）

スキルアップ研修
日

時

18時30分～ 20時30分
会

場

マイドームおおさか（予定）

テーマ 『商店街活性化支援の実態
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平成28年２月24日（水曜日）
18時30分～ 20時30分

会

場

マイドームおおさか（予定）


テーマ 『知的財産は使ってナンボ！

〜商店街組合組織の合意形成に

〜これからの企業が考えるべき「知

向けたアプローチ〜』

的財産活用」〜』

辻

紳一

氏

商店街組合とは、人が集まる場所に商
売を始めたことをきっかけに個店の集ま
りが自然発生的にできた組織体（組合）
のことを言います。

講

師

後藤

昌彦

氏

近年、世間的には知的財産に対する関
心が高まってきています。
その一方で、「知的財産ってよくわか
ら な い …」「 ど う や っ て 使 っ た ら い い

その組織は、個店の商店主（一国一城

の？」「所詮守りの道具で、持っていて

の主）から構成されているため、合意形

もコストにしかならない」といった声も

成を図ることは難しいといわれています。

よく聞きます。

例えば、商店街という船に多くの船頭

このセミナーでは、私のトータル16年

が存在している状況をイメージしてもら

にわたる知的財産の創造と活用の実務、

えればわかりやすいと思います。

仕組創りを通じて得た「企業が本当にや

そのような組織で事業を実施していく

るべき知的財産の活用」について、事例

には、やはり意識合わせが重要となりま

も交えてできるかぎり分かりやすくお伝

す。

えします。

それには、個店の方々との合意形成は、
避けては通れません。

独立して間もない私の、独立後の経験
談もお話ししようと思います。

いかに、個店の人たちを同じ方向に向
けて、事業を実施していくのか。
今までの私の経験を踏まえ、商店街活
性化支援の実態に触れていきたいと思い
ます。
特に、①まとめる力（ファシリテーショ
ン）
、②まきこむ力（コーディネート能力）
の２つの能力は重要だと考えていますの
で、事例を交えながら、お伝えできれば
と思います。
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（ 40 ）

診

断

士

スキルアップ研修
日

時

平成28年３月23日（水曜日）
18時30分～ 20時30分

会

場

マイドームおおさか（予定）

テーマ 『地方創生、地域や商店街活性化へ

の地道な取り組み
講

師

編集後記
～総務広報委員会から～

中辻

一浩

氏

「まち・ひと・しごと創生」を理念に
地方創生の推進が行われている中で、各
地域や商店街においても活性化に向けて
様々な取り組みが進められているところ
です。
特に地方では人口減少や高齢化の進展
が著しく、まちの維持のために地域活性
化が喫緊の課題であり危機感が強くなっ
ています。
地域のまちづくりや活性化の担い手と
して商店街が取り上げられることが多い
ですが、商店街を含めた「エリア」をベー
スにした動きも多くなっています。
そこで、地域活性化の取り組みの事例
を通じて、様々な取り組み手法や考え方
などをお話しさせていただきたいと考え
ています。

新年あけましておめでとうございま
す。
申（さる）年が始まりました。申とい
う字は、背骨と肋骨の形を表し、真っ直
ぐに伸びて身体を支えるという意味があ
るそうですよ。
中小企業診断士ニュース 2016 年１月
号をお届けします。表紙の写真をご覧い
ただけましたか。春を呼ぶ奈良県若草山
の山焼きの様子です。山焼き開始前に打
ち上げられる花火が、珍しい冬の打ち上
げ花火として人気が高いそうです。花火
のように会員のみなさまと大阪府中小企
業診断協会がキラキラと輝く年になりま
すように、と写真を掲載しました。
１月号の特集は「公的支援機関系診断
士の活動」として、さまざまな公的機関
で活躍されている診断士にご登場いただ
きました。1963 年に国や都道府県が行
う中小企業指導事業に協力する中小企業
診断員の位置付けが、中小企業指導法（現
行の中小企業支援法）で法定化されまし
た。公的支援は私たち中小企業診断士の
原点の一つと言える活動ではないでしょ
うか。公的機関、民間、企業内など多く
の場所で、これからも診断士の活動の場
は広がっていくことでしょう。
今年も総務広報委員会では会員のみな
さまのお役にたつ情報提供をしていきた
いと考えています。みなさまからのご意

スキルアップ研修会・講演会への参加希
望の方はレジュメ等の準備の都合上、開
催日１週間前までに事務局へ
TEL（06-4792-8992）
・FAX（06-4792-8993）
E-mail（info@shindanshi-osaka.com）
でお申し込みください。
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見、ご要望をお待ちしています。
新しい年がみなさまにとって、幸多い
年になりますように祈念いたします。
【左川】
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有料広告

診断士会報No213v8.indd 41

2015/12/24 15:46

全面広告

診断士会報No213v8.indd 42

2015/12/24 15:47

